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第１６回標茶町農業委員会総会会議録 

 

                       開催年月日 令和３年 ９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 ３３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                ６件 

第 ５ 報告第 ３４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 ３５号 農用地賃貸借申出に係るあっせん結果について        ５件 

第 ７ 議案第 ９０号 農用地の賃貸借に係る合意解約について           ５件 

第 ８ 議案第 ９１号 現況証明願について                    ２件   

第 ９ 議案第 ９２号 農業振興地域整備計画の変更について            ３件 

第１０ 議案第 ９３号 農地法第３条の規定による許可申請について         １件 

第１１ 議案第 ９４号 農地法第４条の規定による許可申請について         １件

第１２ 議案第 ９５号 農用地利用集積計画の作成の要請について         １８件

第１３ 議案第 ９６号 買受適格証明願（耕作目的）について            １件 

  

○出席委員（１５名） 

    １番 佐藤 松喜 君   ２番 舟山 珠代 君   ３番 髙橋 政寿 君 

   ４番 笛木 眞一 君   ５番 嶋中  勝 君   ６番 津野  斉 君 

   ７番 佐瀨日出夫 君   ８番 熊谷 英二 君   ９番 澁谷  洋 君 

  １０番 渡邊 裕義 君  １１番 高松 俊男 君  １２番 甲斐やす子 君 

  １３番 平山 正志 君  １５番 森田 享子 君  １６番 佐藤 德市 君 

  

 

○議事参与の制限を受けた委員（ ４名） 

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

●番 ●●●● 君    

 

○欠席委員（ １名） 

     １４番 小野寺典男 君     

○その他出席者 

事務局長 川村  勉 君         振興係長 不藤さとみ 君         

農地係長 小幡 裕也 君         主  任 大河原 広 君 
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（会長 佐藤德市君、議長席に着く。） 

 

◎開会の宣告 

○会長（佐藤德市君） 只今から第１６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１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００分開会） 

 

◎開会の宣告 

○会長（佐藤德市君） 直ちに会議を開きます。 

  

     ◎会議録署名委員の指名 

○会長（佐藤德市君） 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、 

      ２番・舟山君    ４番・笛木君  

を指名致します。 

 

◎会期の決定について 

○会長（佐藤德市君） 日程第２。会期決定を議題と致します。 

 第１６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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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４号 

○会長（佐藤德市君） 日程第４。報告第３３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（佐藤德市君） 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。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 
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 報告第３３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は、別紙のとおり６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、１０．１ｈａ。 

 指名年月日、令和３年８月３１日。 

 申出の種類、賃貸借。 

指名あっせん委員は、笛木委員、渡邊委員、高松委員、平山委員。 

なお、番号２から番号５まで、申出の種類、また、番号２から番号６まで、あっせん申出者、指名

年月日、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、７．７ｈａ。 

番号３。 

 申出面積、２４．９ｈａ。 

番号４。 

 申出面積、１０７．６ｈａ。 

番号５。 

 申出面積、３１．７ｈａ。 

番号６。 

 申出面積、８４．６ｈａ。 

 申出の種類、売買。 

以上です。 

○会長（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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、報告のとおり承認されました。 

 以上をもって、報告第３３号、内容６件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第３４号 

○会長（佐藤德市君） 日程第５。報告第３４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。 

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
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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。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

報告第３４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。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、高松委員。 

 あっせん委員、笛木委員、渡邊委員、平山委員。 

 報告年月日、令和３年９月７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１１３－１。 

 現況地目、畑。 

面積、９３，５４５㎡。 

価格は、４，５９９，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、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、合計面積は３５２，５４１㎡。 

価格、１２，０５９，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、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、合計面積は３３０，２３３㎡。 

価格、９，５２４，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、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㎡。 

価格、３，３６７，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、自己資金。 

以上です。 

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

○会長（佐藤德市君） １１番 高松君 

○２番（高松俊男君） １１番 高松です。 
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 報告第３４号、番号１について報告致します。 

令和３年９月７日に笛木委員、渡邊委員、平山委員と私、事務局より小幡係長と大河原主任で役

場中会議室において第１回あっせん委員会を開催しました。あっせん委員長には私が互選されまし

た。 

本件は、平成２８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、●●●●さんが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（佐藤德市君） 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、１１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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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。 

（●●●●君復席） 

以上をもって、報告第３４号、内容１件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第３５号 

○会長（佐藤德市君） 日程第６。報告第３５号、農用地賃貸借申出に係るあっせん結果について、 

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。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

報告第３５号について説明させていただきます。 

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５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、平山委員。 

 あっせん委員、笛木委員、渡邊委員、高松委員。 

 報告年月日、令和３年９月７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４３５－１。 

 現況地目、畑。 

面積、４９，６３７㎡外２筆、合計面積は１０１，９８８㎡。 
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年間賃貸料、１４１，３８０円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和８年７月２９日まで。 

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

○会長（佐藤德市君）１３番・平山君。 

○１３番（平山正志君） １３番・平山です。 

報告第３５号、番号１について報告致します。 

あっせん委員に笛木委員、渡邊委員、高松委員と私が指名されましたので、令和３年９月７日に

あっせん委員会を開催しました。 

当該地は、●●●●さんのあっせん申出により、北海道農業公社が買入を実施した農地でありま

す。 

一時貸付者については、５年後に取得予定の●●●●さんに決定しました。 

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（佐藤德市君） 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、１３番・平山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（佐藤德市君）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（佐藤德市君） 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。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号２。 

 あっせん賃貸借申出者、●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、渡邊委員。 

 あっせん委員、笛木委員、高松委員、平山委員。 

 報告年月日、令和３年９月７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、字西熊牛原野１５－１０。 

 現況地目、畑。 

面積、７７，９４８㎡。 

年間賃貸料、７７，４８０円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和８年７月２９日まで。 

 なお、番号２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。 
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○会長（佐藤德市君） １０番・渡邊君。 

○１０番（渡邊裕義君） １０番・渡邊です。 

報告第３５号、番号２について報告致します。 

あっせん委員に笛木委員、高松委員、平山委員と私が指名されましたので、令和３年９月７日に

あっせん委員会を開催しました。 

当該地は、●●●●さんのあっせん申出により、北海道農業公社が買入を実施した農地でありま

す。 

一時貸付者については、５年後に取得予定の●●●●さんに決定しました。 

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（佐藤德市君） 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、１０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（佐藤德市君）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（佐藤德市君） 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。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号３。 

 あっせん賃貸借申出者、●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、笛木委員。 

 あっせん委員、渡邊委員、高松委員、平山委員。 

 報告年月日、令和３年９月７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、字熊牛原野１５線東３８－４。 

 現況地目、採放地。 

面積、６１，２２１㎡外１６筆、合計面積は２４９，５２９㎡。 

年間賃貸料、１４３，６００円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和８年７月２９日まで。 

 なお、番号３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（佐藤德市君） ４番・笛木君。 

○４番（笛木眞一君） ４番・笛木です。 

報告第３５号、番号３について報告致します。 

あっせん委員に渡邊委員、高松委員、平山委員と私が指名されましたので、令和３年９月７日に
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あっせん委員会を開催しました。 

当該地は、●●●●さんのあっせん申出により、北海道農業公社が買入を実施した農地でありま

す。 

一時貸付者については、５年後に取得予定の●●●●さんに決定しました。 

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（佐藤德市君） 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、４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（佐藤德市君）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（佐藤德市君） 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。 

 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４。 

 あっせん賃貸借申出者、●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、渡邊委員。 

 あっせん委員、笛木委員、高松委員、平山委員。 

 報告年月日、令和３年９月７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４８３－８。 

 現況地目、畑。 

面積、７，４６８㎡外１３筆、合計面積は６１７，３４０㎡。 

年間賃貸料、４０１，４６０円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和８年７月２９日まで。 

続きまして、土地の所在、字熊牛原野１３線西６－１。 

 現況地目、採放地。 

面積、４７，０８８㎡。 

年間賃貸料、６３，１００円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和８年７月２９日まで。 

続きまして、土地の所在、字西熊牛原野５－１９。 

現況地目、畑。 

面積、５１，８４７㎡外１６筆、合計面積は４１１，８８７㎡。 
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年間賃貸料、２３４，２２０円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和８年７月２９日まで。 

なお、番号４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（佐藤德市君） １０番・渡邊君。 

○１０番（渡邊裕義君） １０番・渡邊です。 

報告第３５号、番号４について報告致します。 

あっせん委員に笛木委員、高松委員、平山委員と私が指名されましたので、令和３年９月７日に

あっせん委員会を開催しました。 

当該地は、●●●●さんのあっせん申出により、北海道農業公社が買入を実施した農地でありま

す。 

一時貸付者については、５年後に取得予定の●●●●さん、●●●●さん、●●●●さんに決定

しました。 

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（佐藤德市君） 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、１０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（佐藤德市君）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（佐藤德市君） 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。 

続いて、番号５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。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号５。 

 あっせん賃貸借申出者、●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、笛木委員。 

 あっせん委員、渡邊委員、高松委員、平山委員。 

 報告年月日、令和３年９月７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７７－１。 

 現況地目、畑。 

面積、４８，８６９㎡外４筆、合計面積は１８５，６２０㎡。 
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年間賃貸料、２４６，６２０円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和８年７月２９日まで。 

続きまして、土地の所在、字虹別原野５８８－１。 

 現況地目、畑。 

面積、４０，７１１㎡外１筆、合計面積は８９，０９５㎡。 

年間賃貸料、１１３，７２０円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和８年７月２９日まで。 

続きまして、土地の所在、字虹別原野４５７－１。 

 現況地目、畑。 

面積、４３，１００㎡。 

年間賃貸料、５８，６４０円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和８年７月２９日まで。 

 なお、番号５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（佐藤德市君） ４番・笛木君。 

○４番（笛木眞一君） ４番・笛木です。 

報告第３５号、番号５について報告致します。 

あっせん委員に渡邊委員、高松委員、平山委員と私が指名されましたので、令和３年９月７日に

あっせん委員会を開催しました。 

当該地は、●●●●さんのあっせん申出により、北海道農業公社が買入を実施した農地でありま

す。 

一時貸付者については、５年後に取得予定の●●●●さん、●●●●さん、●●●●さんに決定

しました。 

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（佐藤德市君） 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、４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（佐藤德市君）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（佐藤德市君） 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。 

（●●●●君復席） 

  

以上をもって、報告第３５号、内容５件は報告のとおり承認されました。 
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◎議案第９０号 

○会長（佐藤德市君） 日程第７。議案第９０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。 

  

 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９０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。 

 賃借人、●●●●、●●●●さん。 

賃貸人、●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字オソツベツ１１０－８。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１５１㎡外２筆。合計面積は６９，８２４㎡。 

 設定内容、賃貸借。 

 契約年月日、令和元年１２月２７日。 

 契約期間、令和元年１２月２７日から令和３年１２月２７日まで。 

 賃貸借の解約が合意された年月日と土地の引渡し時期は、令和３年９月１３日となっております。 

 なお、番号１につきましては、あっせん案件でありますので、改めての現地調査は行っておりま

せん。 

 以上です。 

○会長（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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４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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２から番号４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
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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。 

○振興係長（不藤さとみ君） はい。 

番号２。 

 賃借人、●●●●、●●●●さん。 

賃貸人、●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字標茶６７１番地の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３６，３８１㎡外４筆、合計面積は１２０，０００㎡。 

設定内容、賃貸借。 

 契約年月日、平成３０年４月２７日。 

 契約期間、平成３０年４月２７日から令和１０年４月２６日まで。 

 賃貸借の解約が合意された年月日と土地の引渡し時期は、令和３年９月７日となっております。 

なお、番号３及び番号４につきまして、賃借人、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２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３。 

 土地の表示、字標茶６８３番地３の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３７，９２８㎡。 

 契約年月日、令和元年６月２８日。 

契約期間、令和元年６月２８日から令和１０年６月２７日まで。 

番号４。 

 土地の表示、字標茶６７５番地４。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２，９８５㎡外７筆、合計面積は１６２，１８７㎡。 

契約年月日、令和元年７月２９日。 

契約期間、令和元年７月２９日から令和１０年７月２８日までとなっております。 

なお、番号２から番号４までにつきましては、笛木委員に調査を依頼しておりますので、報告を

お願い致します。 

○会長（佐藤德市君） ４番・笛木君。 

〇４番（笛木眞一君） ４番・笛木です。 

議案第９０号、番号２から番号４まで説明させていただきます。 

 ９月１７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。 

 以上で報告を終わります。 
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○会長（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました４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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２から番号４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５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５。 

 賃借人、●●●●、●●●●さん。 

賃貸人、●●●●、●●●●さん。 

 土地の表示、字虹別４５０番地１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５７，３８０㎡外１筆、合計面積９９，８１７㎡。 

設定内容、賃貸借。 

 契約年月日、平成２９年６月２日。 

 契約期間、平成２９年６月２日から令和４年６月１日まで。 

 賃貸借の解約が合意された年月日と土地の引渡し時期は、令和３年９月７日となっております。 

なお、番号５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、報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） ４番・笛木君。 

〇４番（笛木眞一君） ４番・笛木です。 

議案第９０号、番号５について説明させていただきます。 

 ９月１７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。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました４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） 
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○会長（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号５については、原案可決されました。 

 以上をもって、議案９０号、内容５件は原案可決されました。 

 

◎議案第９１号 

○会長（佐藤德市君） 日程第８。議案第９１号、現況証明願について、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９１号について説明させていただきます。 

 現況証明願について、北海道農地法関係事務処理要領に基づき願出のあった、下記の土地の現況

証明願について議決を求めるものであります。 

 別紙のとおり２件となっております。 

 番号１。 

 土地の所在、字チャンベツ原野西２線南３０－２の内。 

 登記簿地目、畑。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 農地区分、一般民有地。 

利用状況、雑種地。 

面積、３，０２０．８５㎡外１筆、合計面積は１１，１７２．０５㎡。 

 所有者名、●●●●さん。 

申請者名、●●●●さん。 

 調査委員は、津野委員、佐瀨委員、甲斐委員、小野寺委員。 

 調査年月日、令和３年９月１４日。 

 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（佐藤德市君） １２番・甲斐君。 

○１２番（甲斐やす子君） １２番・甲斐です。 

 議案第９１号、番号１について報告致します。 

9月14日に津野委員、佐瀨委員、小野寺委員、事務局より小幡係長と現地調査をしてまいりました。 

資料の1ページから2ページをご覧ください。 

今回の案件は、砂の洗い場で長年使用されている土地で、砂利採取に係る手続きの関係上、改め

て現況証明願いの申し出があったものであります。 

当該地の現況は、雑種地となっており、隣接農地とはっきりと区分けされておりました。以上の

ことから、この土地は農地・採草放牧地以外であることを確認してまいりました。 

 以上で報告終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明並びに、現地調査にあたられました、１２番・
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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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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。 

農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号２。 

 土地の所在、字西標茶７７－１。 

 登記簿地目、牧場。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 農地区分、一般民有地。 

 利用状況、山林。 

面積、２８，１８１㎡。 

 所有者名、●●●●さん。 

申請者名、●●●●さん。 

 調査委員は、嶋中委員、渡邊委員、森田委員。 

 調査年月日、令和３年９月１３日。 

 なお、調査結果につきましては、森田委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） １５番・森田君。 

○１５番（森田享子君） １５番・森田です。 

 議案第９１号、番号２について報告致します。 

9月13日に嶋中委員、渡邊委員と私、事務局より小幡係長、大河原主任で現地調査をしてまいりま

した。 

資料の3ページから4ページをご覧ください。 

当該地の現況は、山林となっており、隣接農地とはっきりと区分けされておりました。以上のこ

とから、この土地は農地・採草放牧地以外であることを確認してまいりました。 

 以上で報告終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明並びに、現地調査にあたられました、１５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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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９１号、内容２件は原案可決されました。 

 

◎議案第９２号 

○会長（佐藤德市君） 日程第９。議案第９２号、農業振興地域整備計画の変更について、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。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君）はい。 

 議案第９２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３件となっております。 

 番号１。 

 区分、除外。 

 地番、字西標茶１６５番地１。 

 現況地目、雑種地。 

 面積、１０９，３０４㎡の内２５㎡。 

 事業計画の名称、通信用アンテナの設置。 

 事業主体は、●●●●さん。 

 事業開始、９月２１日から。 

 事業の規模等、コンクリート柱等１式。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、通信用アンテナを設置するものであります。 

 土地選定の理由は、当該地は地理的に電波の伝搬に最適であり、周辺には農用地等以外に代替地

も無く、周辺農用地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。 

 なお、調査結果につきましては、舟山委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） ２番・舟山君。 

○２番（舟山珠代君） ２番・舟山です。  

議案第９２号、番号１について報告を致します。 

９月１６日に高松委員、澁谷委員と私、事務局より小幡係長と大河原主任で現地調査を行ってま

いりました。 

申請地は参考資料の５ページから１２ページに記載されていますのでご覧ください。 

この案件は●●●●さんが通信用アンテナの設置を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。土地の表示及び状況、除外面積は記載のとおりと確認しています。 

また、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。 
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○会長（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました２番・舟山

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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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。 

 農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号２ 

 区分、除外。 

 地番、字栄１９４番地１。 

 現況地目、原野。 

 面積、１７，８７２㎡外３筆、合計面積は６５，４５６㎡。 

 事業主体は、標茶町。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 土地選定の理由は、当該地は計画策定当初から畑として利用されていたことから農用地区域とし

ていたが、現在は利用されておらず、周辺農用地への支障も軽微なことからやむを得ず選定するも

のであります。 

 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（佐藤德市君） １５番・森田君。 

○１５番（森田享子君）１５番・森田です。  

議案第９２号、番号２について報告を致します。 

９月１３日に嶋中委員、渡邊委員と私、事務局より小幡係長と大河原主任で現地調査を行ってま

いりました。 

申請地は参考資料の1３ページから１４ページに記載されていますのでご覧ください。 

この案件は標茶町農業農振地域整備計画の変更の一環として、農用地区域から除外する必要性が

生じたため、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状況、また，除外しようとする面積は記載のとおりと

確認しています。 

また、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（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました１５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。 
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ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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。 

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。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号３。 

 区分、用途区分変更。 

 地番、字多和３２７番地１。 

 現況地目、畑。 

 面積、１６，３６８㎡。 

事業計画の名称、ロール置場整備事業。 

事業の規模等、ロール置場、面積、１０，０００．０６㎡。 

 事業主体は、●●●●さん。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たにロール置場を整備するものであります。 

 他法令の許認可の見通しについては、農地法第４条申請中。 

 土地選定の理由は、当該地の周辺には農用地以外に代替すべき土地が無く、周辺農用地への支障

も軽微なことからやむを得ず選定するものであります。 

 なお、調査結果につきましては、渡邊委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） １０番・渡邊君。 

○１０番（渡邊裕義君）１０番・渡邊です。  

議案第９２号、番号３について報告を致します。 

９月１３日に嶋中委員、森田委員と私、事務局より小幡係長と大河原主任で現地調査を行ってま

いりました。 

申請地は参考資料の１５ページから１８ページに記載されていますのでご覧ください。 

この案件は多和で営農する●●●●さんが、ロール置き場を整備することを目的として、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。 

この変更を受けようとする土地の表示及び状況、面積、土地利用計画についても記載のとおりと

確認しています。 

事業の規模については妥当な面積であり、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（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました１０番・渡

邊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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３については原案可決されました。 

 

以上をもって、議案第９２号、内容３件は原案可決されました。 

 

◎議案第９３号 

○会長（佐藤德市君） 日程第１０。議案第９３号、農地法第３条の規定による許可申請について

内容１件を議題と致します。 

 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９３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１件となっております。 

番号１。 

 譲渡人、●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野２３３－４。 

 地目、登記簿、宅地。 

現況、畑。 

 面積、１，３３６.３０㎡外２筆、合計面積は８，０５２．３０㎡。 

契約の種類、売買。 

 権利移転設定の理由、譲渡人は、相手方要望、譲受人は、粗飼料確保のため。 

 資金調達の方法及び価格は、自己資金で４０，２６１円。 

 世帯員又は構成員、譲受人４名。 

 譲受人の畑、採放地につきましては、２，５３４，７７９㎡うち借入地１，２２０，２１９㎡。 

 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、平山委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） １３番・平山君。 

〇１３番（平山正志君） １３番・平山です。 

議案第９３号、番号１について報告致します。 

９月２０日に現地調査を行ってまいりました。 

この売買契約については、●●●●さんは、相手方要望により農地を譲り渡し、●●●●さんは、



20 

 

経営規模拡大のため今回の申請となりました。 

申請地を取得する●●●●さんについては、農地法第３条の許可要件を満たしており、許可につ

いては問題がないと判断いたします。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐藤德市君） 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１３番・平山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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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９３号、内容１件は原案可決されました。 

 

◎議案第９４号 

○会長（佐藤德市君） 日程第１１。議案第９４号、農地法第４条の規定による許可申請について、

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。 

農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第９４号について説明させていただきます。 

 農地法第４条の規定による許可申請について、農地法第４条の規定による農地転用の許可申請が

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は、別紙のとおり１件であります。 

 番号１。 

 転用者、●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字多和３２７番地１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１６．３６８㎡。 

 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。 

 転用目的、ロール置場整備事業。 

転用計画内容は、期間、許可日の日から永久。 

 ロール置場、１０，０００．０６㎡。 

 作業スペース、６,３６７．９４㎡。 

 調査委員については、嶋中委員、渡邊委員、森田委員。  

調査結果につきましては渡邊委員よりご報告をお願い致します。 
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○会長（佐藤德市君） １０番・渡邊君。 

○１０番（渡邊裕義君） １０番・渡邊です。 

 議案第９４号、番号１について報告致します。 

９月１３日に嶋中委員、森田委員と私、事務局より小幡係長、大河原主任で現地調査を行ってま

いりました。 

申請地は参考資料の１５ページから１８ページに記載されていますのでご覧ください。 

申請者は多和で営農する●●●●さんで、ロール置き場を整備するため農地の永久転用を申請す

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

確認しています。 

農地区分は、農振農用地区域内にある農地と判断いたします。 

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

実効性、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いたします。 

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、今後も営農を続けるうえで必要なものである事か

ら、この転用については問題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（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました１０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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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９４号、内容１件は原案可決されました。 

 

◎議案第９５号 

○会長（佐藤德市君） 日程第１２。議案第９５号、農用地利用集積計画の作成の要請について、

内容１８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。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 議案第９５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。 
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 作成を要請する農用地利用集積計画は、別紙のとおり１８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、字オソツベツ１１３－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、９３，５４５㎡。 

 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、売買。 

 所有権移転の時期、令和３年９月３０日。 

対価の支払期限、令和３年１２月２７日。 

土地の引渡時期、対価の支払日。 

価格、４，５９９，０００円。 

支払方法、指定口座振込みとなっております。 

 なお、番号１につきましては、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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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。 

続いて番号２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、字オソツベツ３８－９。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１３，８４３㎡外１０筆、合計面積は３５２，５４１㎡。 

 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。 
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 成立する法律関係、売買。 

 所有権移転の時期、令和３年９月３０日。 

対価の支払期限、令和３年１２月２７日。 

土地の引渡時期、対価の支払日。 

価格、１２，０５９，０００円。 

支払方法、指定口座振込みとなっております。 

 なお、番号２につきましては、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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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。 

（●●●●君復席） 

お諮り致します。 

 番号３から番号４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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３から番号４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。 

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、合計面積は３３０，２３３㎡。 

 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、売買。 

 所有権移転の時期、令和３年９月３０日。 

対価の支払期限、令和３年１２月２７日。 

土地の引渡時期、対価の支払日。 

価格、９，５２４，０００円。 

支払方法、指定口座振込みとなっております。 
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なお、番号４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、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。 

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１１０－８。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、１５１㎡外２筆、合計面積は６９，８２４㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

価格、３，３６７，０００円となっております。 

なお、番号３及び番号４につきましては、あっせん案件でありますので、改めての現地調査は行

っておりません。 

以上です。 

○会長（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３から番号４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５から番号１０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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号５から番号１０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。 

振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

番号５。 

 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４３５－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、４９，６３７㎡外２筆、合計面積は１０１，９８８㎡。 

 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３年９月３０日から令和８年７月２９日まで。 
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土地の引渡時期 令和３年９月３０日 。 

金額、年間、１４１，３８０円。 

支払方法、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６から番号１０まで、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、土地の引渡時期、支払方法が番５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６。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西熊牛原野１５－１０。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、７７，９４８㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 金額、年間７７，４８０円。 

番号７。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野１５線東３８－４。 

 地目、登記簿、牧場、現況、採放地。 

 面積、６１，２２１㎡外１６筆、合計面積は２４９，５２９㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 金額、年間１４３，６００円。 

番号８。 

 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４８３－８。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、７，４６８㎡外１３筆、合計面積は６１７，３４０㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 金額、年間４０１，４６０円。 

番号９。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字熊牛原野１３線西６－１。 

 地目、登記簿、牧場、現況、採放地。 

 面積、４７，０８８㎡。 

 利用権設定等の内容、採放地。 

 金額、年間６３，１００円。 

番号１０。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西熊牛原野５－１９。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５１，８４７㎡外１６筆、合計面積は４１１，８８７㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 金額、年間２３４，２２０円。 

なお、番号５から番号１０までにつきましては、あっせん案件のため、改めての現地調査は行っ
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ておりません。 

以上です。 

○会長（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号５から番号１０まで内容６件については原案可決されました。 

続いて番号１１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、字虹別原野７７－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、４８，８６９㎡外４筆、合計面積は１８５，６２０㎡。 

 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３年９月３０日から令和８年７月２９日まで。 

土地の引渡時期 令和３年９月３０日。 

金額、年間、２４６，６２０円。 

支払方法、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１１につきましては、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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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。 

（●●●●君復席） 

お諮り致します。 

 番号１２から番号１３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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１２から番号１３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、字虹別原野５８８－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、４０，７１１㎡外１筆、合計面積は８９，０９５㎡。 

 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３年９月３０日から令和８年７月２９日まで。 

土地の引渡時期 令和３年９月３０日。 

金額、年間、１１３，７２０円。 

支払方法、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１２から番号１３まで、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１２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１３。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野４５７－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４３，１００㎡。 

 金額、年間５８，６４０円となっております。 

なお、番号１２及び番号１３までにつきましては、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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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。 

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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１２から番号１３まで内容２件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、字虹別原野２３７－３。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、７０，３４１㎡外１０筆、合計面積は１８８，８１３㎡。 

 利用権設定等の種類、利用権の移転。 

 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３年９月３０日から令和５年２月２８日まで。 

土地の引渡時期 令和３年９月３０日。 

金額、年間、２５８，２６０円。 

支払方法、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、旧賃借人●●●●さんとなっておりますが、経営移譲による賃借人の変更となっておりま

す。番号１４につきましては、保有合理化の案件でありますので改めての調査は行っておりません。 

 以上です。 

○会長（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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。 

お諮り致します。 

 番号１５及び番号１６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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１５から番号１６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。 
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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、字標茶６７５－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、１５１，４０４㎡外２６筆、合計面積は９８５，０２１㎡。 

 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、令和３年９月３０日から令和２３年９月３０日まで。 

土地の引渡時期 令和３年９月３０日。 

金額、無償となっております。 

なお、番号１６については、利用権の設定等を受ける者、利用権設定等の内容、土地の引渡時期

が番号１５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１６ 

利用権の設定等をする者、●●●●、●●●●さん。 

土地の所在、字虹別４５０－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

面積、５７，３８０㎡外１筆、合計面積は９９，８１７㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間、令和３年９月３０日から令和４年６月１日まで。 

金額、年間、２８８，０５７円。 

支払方法、毎年５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１５及び番号１６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、報告を

お願い致します。 

○会長（佐藤德市君） ４番・笛木君 

○４番（笛木眞一君） ４番・笛木です。 

 議案第９５号、番号１５から番号１６について報告致します。 

事務局より調査依頼があり９月１７日に現地調査を行ってまいりました。 

この案件は、新規の使用貸借契約と、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。 

●●●●さんは、経営移譲により後継者へ農地を貸付け、 

●●●●さんは相手側の希望により農地を貸付けるものです。 

●●●●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。 

この使用貸借契約及び賃貸借契約については、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。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました４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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１５から番号１６まで内容２件については原案可決されました。 

 続いて、番号１７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。 

○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６７１の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３６，３８１㎡外１３筆、合計面積３２０，１１５㎡。 

 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３年９月３０日から令和１０年９月２９日まで。 

土地の引渡時期 令和３年９月３０日。 

金額、年間、９３８，５８８円。 

支払方法、毎年５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１７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、報告をお願い致しま

す。 

○会長（佐藤德市君） ４番・笛木君 

○４番（笛木眞一君） ４番・笛木です。 

 議案第９５号、番号１７について報告致します。 

事務局より調査依頼があり９月１７日に現地調査を行ってまいりました。 

この案件は、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。 

●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付け、 

●●●●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、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。 

以上で報告を終わります。 
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○会長（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました４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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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。 

 （●●●●君復席） 

続いて、番号１８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。 

○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、字阿歴内１―３の内。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５５，７４１㎡外２２筆、合計面積４７７，６０４㎡。 

 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３年９月３０日から令和１３年９月２９日まで。 

土地の引渡時期 令和３年９月３０日。 

金額、年間、１，４７０，０００円。 

支払方法、毎年５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１８につきましては、佐瀨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（佐藤德市君） ７番・佐瀨君 

○７番（佐瀨日出夫君） ７番・佐瀨です。 

 議案第９５号、番号１８について報告致します。 

事務局より９月１４日に調査依頼があり９月１６日に現地調査を行ってまいりました。 

この案件は、継続の賃貸借契約であり●●●●さんから●●●●さんに相続され、記載のとおり

確認しております。 

●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付け、 

相手側の●●●●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。 
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この賃貸借契約については、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。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました７番佐瀨君

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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１８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９５号、内容１８件は原案可決されました。 

 

◎議案第９６号 

○会長（佐藤德市君） 日程第１３。議案第９６号、買受適格証明願（耕作目的）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。 

 農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第９６号について説明させていただきます。 

買受適格証明願（耕作目的）について、北海道農地法関係事務処理要領に基づき願い出のあった、

下記の件について議決を求めるものであります。 

証明を受けようとする土地の表示は別紙のとおり１件となっております。 

 本案件につきましては、札幌国税局の公売の対象となっているものでありますが、土地が農地の

場合、競売物件であっても、落札された方は農地法の規定による許可を得ることが必要となります。 

 このため、本案件につきましては、農地法第３条の許可基準に照らし合わせ、適格証明の申請人

が許可条件を満たしているかどうかをここで審議していただくものでございます。 

 また、買受適格証明書の交付を受けた方が最高落札者となり、同じ内容で農地法第３条の許可申

請書を提出した場合、再度、総会で審議を行わず、許可書の交付することとなりますので併せてご

審議のほどお願いいたします。 

番号１。 

申請人 ●●●●、●●●●さん。 

土地の所在、字阿歴内原野南４線１５０－４。 

地目、登記簿、畑、現況、原野。 

面積、８，５９５㎡外１筆、合計面積１３，７５８㎡。 

所有権以外の使用収益権の設定状況については、ございません。 
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入札または落札しようとする理由、農業経営拡大のため。 

公売の場所、札幌国税局。 

売却区分番号、札幌２３３－２。 

入札期間、令和３年１０月１８日午前８時３０分から令和３年１０月２５日午後５時。 

開札期日、令和３年１０月２７日午前９時３０分。 

売却決定期日、令和３年１１月１０日午前１０時。 

従事者、世帯員または構成員、２名。 

畑の面積については、１，１３１，４５５㎡。 

経営の状況については、説明を省略させていただきます。 

番号１につきましては、佐瀨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（佐藤德市君） ７番・佐瀨君。 

○７番（佐瀨日出夫君） ７番・佐瀨。 

 議案第９６号、番号１について報告致します。 

この証明書については、当該農地の公売入札に参加するために必要なものであり、農地法の第３

条の資格者であることが条件とされています。 

 ９月１１日に現地調査を実施し、議案記載のとおり確認をしています。 

 願出人の●●●●さんについては、農地を取得後、効率的に耕作するものと確認をしています。 

 詳細については、事務局説明のとおりで、農地法第３条の許可の各要件を満たしており、買受適

格証明については問題がないと判断いたします。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました７番佐瀨君

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（佐藤德市君） 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（佐藤德市君） 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９６号、内容１件は原案可決されました。 

 

    ◎閉議の宣告 

○会長（佐藤德市君） これをもちまして、第１６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（佐藤德市君） 第１６回標茶町農業委員会総会を閉会致します。 

  

（午前１１時２０分閉会） 


