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令和２年３月２５日、第３３回中標津町農業委員会総会を中標津町議事堂において開催、 

農業委員を招集する。 

 

       本日出席した委員 

１番   長谷川 孝 二 

２番   田 中 洋 希 

３番   竹 村   聡 

４番   武 田 健 治 

６番   瀧 本 和 男 

７番   須 崎   智 

８番   上 原 房 子 

９番   和 泉 光 広 

１０番   後藤田 宏 幸 

１１番   髙 橋 正 一 

１２番   赤波江 信 二 

１３番  國 光 達 男 

１４番   小 林   亨 

１５番  中 村 正 生 

１６番   笠 原 康 博 

１７番   氏 家 康 夫 

１８番   本 田 信 幸 

 

       本日欠席した委員 

５番   田 中 世 一 
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附議した案件 

（イ）

（ロ）

（ハ）

（ニ）

（ホ）

（へ）

（ト）

（チ）

（リ）

議案第１８５号 
議案第１８６号 
議案第１８７号 
議案第１８８号 
議案第１８９号 
 
報告第 ８９ 号 
議案第１９０号 
報告第 ９０ 号 
 
報告第 ９１ 号 

農地法第１８条第６項の規定による解約通知について 
農地法第３条の規定による許可申請について 
農地法第４条の規定による許可申請について 
農地法第５条の規定による許可申請について 
農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画の決定について 
農地委員会開催報告について 
令和２年度中標津町農地移動適正化あっせん価格について 
農地法第４条の規定による農地転用許可後の事業完了届につ

いて 
農政委員会開催報告について 

 

本日出席した職員 

    事 務 局 長   坂 井 一 文 

庶 務 係 長   岩 崎 敏 巳 

農 地 係 長     葛 西 利 光 

係      本 田 文 子 

 

                （開 会   １３時３０分） 

 

議  長  定刻になりました。 

ただいまの出席委員は、１７名でございます。 

定足数に達しておりますので、会議は成立致します。 

ただ今から、第３３回中標津町農業委員会総会を開会致します。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

議事日程に従い、ただちに会議に入ります。 

日程１「議事録署名委員の指名について」を議題に供します。 

会議規則第２４条第２項の規定により、議事録署名委員は議長において指名を致し 

ます。 

６番、瀧本 和男 委員。 

７番、須崎 智 委員。 

以上、２名を指名致します。 

日程２「会務報告」を事務局長から報告致します。 

 

事務局長  ２月２６日の総会以降につきまして、会務報告をいたします。項目につきましては、

お配りの資料をご覧いただきたいと存じます。中標津町議会定例会が３月２日から

１２日の日程で開催され、本会議の２日、３日と１２日に会長が出席しております。 

以上で会務報告を終わります。 

 

議  長  以上で、会務報告を終わります。 

日程３、議案第１８５号「農地法第１８条第６項の規定による解約通知について」

を上程致します。（１）（２）について、内容を事務局から説明願います。 
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（挙手あり）農地係長。 

 

農地係長  上程になりました議案第１８５号「農地法第１８条第６項の規定による解約通知に

ついて」（１）（２）について説明いたします。３ページをお開きください。なお、

（２）につきましても借主が同一であることから、氏名等を省略し、一括して説明

いたします。 

（１）１、当事者の住所、氏名。 

貸主、群馬県○○○○○○番地○○、○○ ○○。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○。 

２、解約する土地。○○○○番○○、現況地目、畑、面積 49,972 ㎡、利用状況、牧

草畑。３、利用権の種類。賃貸借権。４、契約期間。平成３１年４月２５日から令

和３年１２月３１日まで。５、合意解約成立の日。令和２年３月１１日。６、解約

の理由。合意解約。４ページをお開きください。 

（２）１、当事者の住所、氏名。 

貸主、東京都○○○○○○番地○○、○○ ○○。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○。 

２、解約する土地。○○○○番○○、現況地目、畑、面積 31,785 ㎡、利用状況、牧

草畑。３、利用権の種類。賃貸借権。４、契約期間。令和元年６月１日から令和６

年５月３１日まで。５、合意解約成立の日。令和２年３月１１日。６、解約の理由。

合意解約。 

この２件については、議案第１８６号（１）に関連するもので、借主が休農するこ

とに伴い賃貸借していた農地について、期間内解約するものです。以上貸借の解約

が成立しているものと考えますのでご審議願います。 

 

議  長  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。おはかり致します。 

本案は原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

 

（全委員） 「異議なし」の声 

 

議  長  ご異議ないものと認めます。 

よって本案は原案のとおり、可決されました。 

日程４、議案第１８６号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題に

供します。（１）について内容を地区推進班から議案の朗読と説明をお願いします。 

（挙手あり）笠原委員。 

 

笠原委員  上程になりました議案第１８６号「農地法第３条の規定による許可申請について

（１）について説明いたします。６ページをお開きください。 

（１）１、当事者の住所、氏名、年齢、職業。 
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貸主、群馬県○○○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳、○○。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○○○ ○○○○、○○○○、○○ ○○。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 49,972 ㎡、利用目的、

牧草畑。３、許可を受けようとする事由。貸主、近隣農家へ賃貸借の設定をするも

の。借主、賃貸借を受けて経営規模拡大するもの。４、移転の方法。賃貸借権の設

定。５、期間。令和２年４月１日から令和３年１２月３１日まで。６、価格。年 210,000

円。７、資金調達方法。自己資金 210,000 円。８、当事者の経営状況。世帯員、○

○人、農従者、○○人、畑○○○○㎡、採草放牧地○○○○㎡、計○○○○㎡、家

畜、牛○○頭。９、見取図については、７ページのとおりとなっております。この

案件につきましては、合意解約された農地について、新たに賃貸借の設定をするも

ので、別添の調査書のとおり農地法第３条第２項の各号には該当しないため、許可

要件のすべてを満たしていると判断いたします。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（１）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。（２）について内容を地区推進班から議案の朗読と説

明をお願いします。 

（挙手あり）竹村委員。 

 

竹村委員  上程になりました議案第１８６号（２）について説明いたします。８ページをお開

きください。 

（２）１、当事者の住所、氏名、年齢、職業。 

貸主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳、○○。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○○○ ○○○○、○○○○、○○ ○○。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、山林、現況、畑、面積 3,647 ㎡、利用目

的、牧草畑、ほか 1 筆、合計畑 49,340 ㎡。３、許可を受けようとする事由。貸主、

近隣農地所有適格法人へ使用貸借を設定するもの。借主、使用貸借を受けて農業経

営するもの。４、移転の方法。使用貸借権の設定。５、期間。令和２年４月１日か

ら令和１２年３月３１日まで。６、当事者の経営状況。構成員、○○人、農従者、

○○人、経営地、○○㎡、家畜、○○。７、見取図については、９ページのとおり

となっております。この案件につきましては、農地所有適格法人設立に伴い農地の

使用貸借の設定をするもので、別添の調査書のとおり農地法第３条第２項の各号に

は該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると判断いたします。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（２）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。（３）について内容を地区推進班から議案の朗読と説

明をお願いします。 
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（挙手あり）田中洋希委員。 

 

田中委員  上程になりました議案第１８６号（３）について説明いたします。１０ページをお

開きください。 

（３）１、当事者の住所、氏名、年齢、職業。 

貸主、中標津町丸山２丁目２２番地、中標津町長、西村 穣。 

借主、中標津町計根別本通東３丁目１７番地１、計根別農業協同組合、代表理事組

合長、北村 篤。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、原野、現況、畑、面積 803,715 ㎡の内 707,000

㎡、利用目的、牧草畑、ほか 1 筆、合計畑 1,211,000 ㎡。３、許可を受けようとす

る事由。貸主、期間満了に伴い賃貸借の再設定をするもの。借主、期間満了に伴い

賃貸借の再設定をするものるもの。４、移転の方法。賃貸借権の設定。５、期間。

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで。６、価格。年 605,000 円。７、資

金調達方法。自己資金 605,000 円。８、当事者の経営状況。計根別農業協同組合に

つき省略。９、見取図については、１１ページのとおりとなっております。この案

件につきましては、賃貸借していた農地を放牧地に使用するため、再度賃貸借の設

定をするものであります。別添の調査書のとおり農地法第３条第２項の各号には該

当しないため、許可要件のすべてを満たしていると判断いたしました。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（３）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。おはかり致します。 

本案は原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

 

（全委員） 「異議なし」の声 

 

議  長  ご異議ないものと認めます。 

よって本案は原案のとおり、可決されました。 

日程５、議案第１８７号「農地法第４条の規定による許可申請について」を上程致

します。 

ここで、会議規則第１６条の規定により、○○番○○委員の退席をお願い致します。 

 

（○○委員退席） 

 

議  長  （１）について内容を地区推進班から議案の朗読と説明をお願いします。 

（挙手あり）田中洋希委員。 

 

田中委員  上程になりました議案第１８７号「農地法第４条の規定による許可申請について」

（１）について説明いたします。１３ページを開きください。 

（１）１、当事者の住所、氏名。 
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中標津町○○○○番地○○、○○○○ ○○○○、○○○○、○○ ○○。 

２、許可を受けようとする土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面

積 6,670 ㎡。３、許可を受けようとする事由。農業用施設建設のため。４、転用の

期間。許可日より永年。５、見取図については、１４ページのとおりとなっており

ます。この案件につきましては、農業用施設を建設するため申請があったものです。

フリーストール牛舎及びラグーンの建設にあたり、計画する施設規模から、現有施

設用地内では不足する状況となったため、農地転用して建設するものであります。

申請面積については、6,670 ㎡で、令和２年１月９日に第５地区推進班において現

地確認を行ったところ、申請地は作業道路、既存農業用施設に隣接しており、利便

性を考慮すると代替地は他にないことから、別添の農地法第４条調査書のとおり転

用は止むを得ないものと判断いたしました。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（１）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。おはかり致します。 

本案は原案のとおり北海道農業会議へ意見聴取することに、ご異議ございませんか。 

 

（全委員） 「異議なし」の声 

 

議  長  ご異議ないものと認めます。 

よって本案は原案のとおり、意見聴取いたします。 

 

（○○委員着席） 

 

議  長  ○○委員に申し上げます。本案は原案のとおり、意見聴取いたします。 

  日程６、議案第１８８号「農地法第５条の規定による許可申請について」を上程致

します。なお、本案件につきましては、（１）から（３）と（４）の２回に分けて審

議を致します。 

（１）（２）について内容を地区推進班から議案の朗読と説明をお願いします。 

（挙手あり）中村委員。 

 

中村委員  上程になりました議案第１８８号「農地法第５条の規定によるの可申請について」

（１）について説明いたします。１６ページを開きください。なお、（１）（２）に

つきましては、同一申請地における事業であること及び借主が同一であることから、

一括して説明いたします。 

（１）１、当事者の住所、氏名。 

貸主、中標津町○○○○番地○○、○○○○ ○○○○、○○○○、○○ ○○。 

借主、中標津町○○○○番地、○○○○ ○○○○、○○○○、○○ ○○。 

２、許可を受けようとする土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面

積 17,430 の内 2,118 ㎡。３、許可を受けようとする事由。砂、土採取のため。４、
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転用の期間。令和２年５月１日から令和３年４月３０日まで。５、権利の種類。使

用貸借権。６、採取量。砂 6,143 ㎥、土 9,619 ㎥。７、最大切深。11.3ｍ。８、見

取図については、１８ページのとおりとなっております。 

（２）１、当事者の住所、氏名。 

貸主、中標津町○○○○番地、○○ ○○。 

２、許可を受けようとする土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面

積 23,465 の内 11,938 ㎡。３、許可を受けようとする事由。砂、土採取のため。４、

転用の期間。令和２年５月１日から令和３年４月３０日まで。５、権利の種類。使

用貸借権。６、採取量。砂 41,541 ㎥、土 42,652 ㎥。７、最大切深。13.1ｍ。８、

見取図については、１８ページのとおりとなっております。 

この２件につきましては、砂の採取のため申請があったものです。新規案件で５年

程度の期間をかけて砂採取を行なおうとするもので、今回の申請面積は（１）が

2,118 ㎡、（２）が 11,938 ㎡で合計 14,056 ㎡となっております。令和元年８月３０

日に農地委員会及び第１推進班により、事業者との事前協議を実施したところです

が、建設工事に必要な資源採取のための一時転用であり、別添の農地法第５条調査

書のとおり転用は止むを得ないものと判断いたしました。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（１）（２）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。（３）について内容を地区推進班から議案の朗読と説

明をお願いします。 

（挙手あり）長谷川委員。 

 

長谷川委員 上程になりました議案第１８８号（３）について説明いたします。１９ページを開

きください。 

（３）１、当事者の住所、氏名。 

貸主、中標津町○○○○番地、○○ ○○。 

借主、野付郡別海町○○○○番地、○○○○ ○○○○、○○○○、○○ ○○。 

２、許可を受けようとする土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面

積 11,957 の内 5,500 ㎡、ほか 3 筆、合計畑 19,969 ㎡。３、許可を受けようとする

事由。砂利採取のため。４、転用の期間。令和２年４月２６日から令和３年４月２

５日まで。５、権利の種類。賃貸借権。６、採取量。砂利 16,872 ㎥。７、最大切深。

8.6ｍ。８、見取図については、２０ページのとおりとなっております。 

この案件につきましては、砂利採取のため申請があったものです。新規案件で５年

程度の期間をかけて砂利採取を行なおうとするもので、今回の申請面積は 19,969

㎡となっております。令和元年１０月１１日の農地パトロールの際に事業者との事

前協議を実施しており、建設工事に必要な資源採取のための一時転用であり、別添

の農地法第５条調査書のとおり転用は止むを得ないものと判断いたしました。以上

です。 
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議  長  説明が終わりましたので、（３）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。おはかり致します。 

本案は原案のとおり北海道農業会議へ意見聴取することに、ご異議ございませんか。 

 

（全委員） 「異議なし」の声 

 

議  長  ご異議ないものと認めます。 

よって本案は原案のとおり、意見聴取いたします。 

ここで、会議規則第１６条の規定により、○○番○○委員の退席をお願い致します。 

 

（○○委員退席） 

 

（４）について内容を地区推進班から議案の朗読と説明をお願いします。 

（挙手あり）和泉委員。 

 

和泉委員  上程になりました議案第１８８号（４）について説明いたします。２１ページを開

きください。 

（４）１、当事者の住所、氏名。 

貸主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○。 

借主、中標津町○○○○番地、○○○○ ○○○○、○○○○、○○ ○○。 

２、許可を受けようとする土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面

積 72,557 の内 86 ㎡、ほか 1筆、合計畑 16,211 ㎡。３、許可を受けようとする事由。

砂採取のため。４、転用の期間。令和２年４月２６日から令和３年４月２５日まで。

５、権利の種類。賃貸借権。６、採取量。砂 47,157 ㎥。７、最大切深。14.7ｍ。８、

見取図については、２２ページのとおりとなっております。 

この案件につきましては、砂の採取のため申請があったものです。新規案件で３年

程度の期間をかけて砂の採取を行なおうとするもので、今回の申請面積は 16,211

㎡となっております。令和元年１２月１３日の第５地区推進班が事業者との事前協

議を実施したところですが、建設工事に必要な資源採取のための一時転用であり、

別添の農地法第５条調査書のとおり転用は止むを得ないものと判断いたしました。

以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（４）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。おはかり致します。 

本案は原案のとおり北海道農業会議へ意見聴取することに、ご異議ございませんか。 
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（全委員） 「異議なし」の声 

 

議  長  ご異議ないものと認めます。 

よって本案は原案のとおり、意見聴取いたします。 

 

（○○委員着席） 

○○委員に申し上げます。本案は原案のとおり、意見聴取いたします。 

日程７、議案第１８９号｢農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用

集積計画の決定について｣を上程致します。 

なお、本案件につきましては、（１）から（１０）と（１１）、（１２）から（１４）、

（１５）、（１６）、（１７）から（２０）の６回に分けて審議を致します。 

（１）から（８）について、地区推進班から議案の朗読と説明をお願いします。 

（挙手あり）中村委員。 

 

中村委員  上程になりました議案第１８９号「農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による

農用地利用集積計画の決定について」（１）から（８）について、説明いたします。 

議案の２４ページをお開きください。 

（１）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

貸主、中標津町丸山２丁目２２番地、中標津町長、西村 穣。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 482,353 ㎡の内 65,000

㎡、利用目的、牧草畑。３、許可を受けようとする事由。貸主、期間満了により賃

貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定するもの。４、権利

を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。５、期間。令和２

年４月１日から令和３年３月３１日まで。６、価格。年 130,000 円。７、資金調達

方法。自己資金 130,000 円。８、借主の経営状況。世帯員、○○人、農従者、○○

人、畑○○○○㎡、採草放牧地、○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、牛○○頭。９、

適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、３２ページのとおりです。な

お（２）から（８）につきましても、貸主が同一であり、見取り図につきましても

３２ページ、３３ページのとおりでありますので、貸主の氏名等を省略し、一括し

て説明いたします。２５ページをお開きください。 

（２）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 482,353 ㎡の内 68,000

㎡、利用目的、牧草畑。３、許可を受けようとする事由。貸主、期間満了により賃

貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定するもの。４、権利

を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。５、期間。令和２

年４月１日から令和３年３月３１日まで。６、価格。年 136,000 円。７、資金調達

方法。自己資金 136,000 円。８、借主の経営状況。世帯員、○○人、農従者、○○

人、畑○○○○㎡、採草放牧地、○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、牛○○頭。９、

適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、３２ページのとおりです。２

６ページをお開きください。 
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（３）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

借主、中標津町○○○○番地、○○ ○○、○○歳。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 600,097 ㎡の内 52,000

㎡、利用目的、牧草畑、ほか 1筆、合計畑 99,000 ㎡。３、許可を受けようとする事

由。貸主、期間満了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借

を再設定するもの。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借

権の設定。５、期間。令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで。６、価格。

年 198,000 円。７、資金調達方法。自己資金 198,000 円。８、借主の経営状況。世

帯員、○○人、農従者、○○人、畑○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、牛○○頭。

９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、３２ページのとおりです。

２７ページをお開きください。 

（４）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 600,097 ㎡の内 143,000

㎡、利用目的、牧草畑。３、許可を受けようとする事由。貸主、期間満了により賃

貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定するもの。４、権利

を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。５、期間。令和２

年４月１日から令和３年３月３１日まで。６、価格。年 286,000 円。７、資金調達

方法。自己資金 286,000 円。８、借主の経営状況。世帯員、○○人、農従者、○○

人、畑○○○○㎡、採草放牧地、○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、牛○○頭。９、

適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、３２ページのとおりです。２

８ページをお開きください。 

（５）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 192,274 ㎡の内 76,000

㎡、利用目的、牧草畑、ほか 1 筆、合計畑 176,000。３、許可を受けようとする事

由。貸主、期間満了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借

を再設定するもの。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借

権の設定。５、期間。令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで。６、価格。

年 292,000 円。７、資金調達方法。自己資金 292,000 円。８、借主の経営状況。世

帯員、○○人、農従者、○○人、畑○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、牛○○頭。

９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、３２ページ、３３ページ

のとおりです。２９ページをお開きください。 

（６）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○○○ ○○○○、○○○○、○○ ○○。 

２、土地の表示。○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 192,274 ㎡の内 83,000

㎡、利用目的、牧草畑。３、許可を受けようとする事由。貸主、期間満了により賃

貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定するもの。４、権利

を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。５、期間。令和２

年４月１日から令和３年３月３１日まで。６、価格。年 166,000 円。７、資金調達

方法。自己資金 166,000 円。８、借主の経営状況。構成員、○○人、農従者、○○

人、畑○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、牛○○頭。９、適用。農業経営基盤強化
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促進事業。１０、見取図は、３２ページのとおりです。３０ページをお開きくださ

い。 

（７）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 482,353 ㎡の内 165,000

㎡、利用目的、牧草畑、ほか 1 筆、合計畑 339,000 ㎡。３、許可を受けようとする

事由。貸主、期間満了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸

借を再設定するもの。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸

借権の設定。５、期間。令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで。６、価格。

年 678,000 円。７、資金調達方法。自己資金 678,000 円。８、借主の経営状況。世

帯員、○○人、農従者、○○人、畑○○○○㎡、採草放牧地、○○○○㎡、計○○

○○㎡、家畜、牛○○頭。９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、

３２ページのとおりです。３１ページをお開きください。 

（８）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

借主、中標津町○○○○番地、○○○○ ○○○○、○○○○、○○ ○○。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 482,353 ㎡の内 46,000

㎡、利用目的、牧草畑、ほか 1 筆、合計畑 183,000 ㎡。３、許可を受けようとする

事由。貸主、期間満了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸

借を再設定するもの。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸

借権の設定。５、期間。令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで。６、価格。

年 366,000 円。７、資金調達方法。自己資金 366,000 円。８、借主の経営状況。構

成員、○○人、農従者、○○人、畑○○○○㎡、採草放牧地、○○○○㎡、計○○

○○㎡、家畜、牛○○頭。９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、

３２ページのとおりです。 

以上の８件につきましては、１年ごとの賃貸借契約期間満了に伴い、再設定するも

のであり、別添調査書のとおり農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしているものと判断いたしました。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（１）から（８）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。（９）（１０）について、地区推進班から議案の朗読

と説明をお願いします。 

（挙手あり）髙橋委員。 

 

髙橋委員  上程になりました議案第１８９号（９）（１０）について説明いたします。なお、こ

の２件は貸主が同一であることから氏名等を省略し、一括して説明いたします。３

４ページをお開きください。 

（９）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

貸主、中標津町○○○○番地、○○ ○○、○○歳。                                       

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。 
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２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 16,549 ㎡、利用目的、

牧草畑。ほか 1筆、合計畑 32,473 ㎡。３、許可を受けようとする事由。貸主、期間

満了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定するも

の。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。５、

期間。令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで。６、価格。年 122,000 円。

７、資金調達方法。自己資金 122,000 円。８、借主の経営状況。世帯員、○○人、

農従者、○○人、畑○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、牛○○。９、適用。農業経

営基盤強化促進事業。１０、見取図は、３５ページのとおりです。３６ページをお

開きください。 

（１０）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 44,288 ㎡、利用目的、

牧草畑。ほか 2筆、合計畑 75,358 ㎡。３、許可を受けようとする事由。貸主、期間

満了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定するも

の。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。５、

期間。令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで。６、価格。年 282,000 円。

７、資金調達方法。自己資金 282,000 円。８、借主の経営状況。世帯員、○○人、

農従者、○○人、畑○○○○㎡、採草放牧地、○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、

牛○○頭。９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、３７ページの

とおりです。この２件につきましては、賃貸借の期間満了に伴い、再設定するもの

であり、別添の調査書のとおり、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件

を満たしているものと判断いたしました。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（９）（１０）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。おはかり致します。 

本案は原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

 

（全委員） 「異議なし」の声 

 

議  長  ご異議ないものと認めます。 

よって本案は原案のとおり、可決されました。 

ここで、会議規則第１６条の規定により、○○番○○委員の退席をお願い致します。 

 

（○○委員退席） 

 

（１１）について、地区推進班から議案の朗読と説明をお願いします。 

（挙手あり）後藤田委員。 

 

後藤田委員 上程になりました議案第１８９号（１１）について説明いたします。３８ページを

お開きください。 
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（１１）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

貸主、釧路市○○○○番○○、○○ ○○、○○歳。                                       

借主、中標津町○○○○番地、○○ ○○、○○歳。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、原野、現況、畑、面積 33,778 の内 24,055

㎡、利用目的、牧草畑。ほか 1筆、合計畑 41,018 ㎡。３、許可を受けようとする事

由。貸主、期間満了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借

を再設定するもの。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借

権の設定。５、期間。令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで。６、価格。

年 163,000 円。７、資金調達方法。自己資金 163,000 円。８、借主の経営状況。世

帯員、○○人、農従者、○○人、畑○○○○㎡、採草放牧地○○○○㎡、計○○○

○㎡、家畜、牛○○頭。９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、

３９ページのとおりです。この案件につきましては、賃貸借の期間満了に伴い、再

設定するものであり、別添の調査書のとおり、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ているものと判断いたしました。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（１１）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。おはかり致します。 

本案は原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

 

（全委員） 「異議なし」の声 

 

議  長  ご異議ないものと認めます。 

よって本案は原案のとおり、可決されました。 

 

（○○委員着席） 

 

議  長  ○○委員に申し上げます。本案は原案のとおり、可決されました。 

ここで、会議規則第１６条の規定により、○○番○○委員の退席をお願い致します。 

 

（○○委員退席） 

 

（１２）から（１４）について、地区推進班から議案の朗読と説明をお願いします。 

（挙手あり）笠原委員。 

 

笠原委員  上程になりました議案第１８９号（１２）から（１４）について説明いたします。

なお、この３件につきましては貸主が同一であることから、氏名等を省略し一括し

て説明いたします。４０ページをお開きください。 

（１２）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

貸主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。                                       

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。 
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２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、山林、現況、畑、面積 58,909 ㎡、利用目

的、牧草畑。ほか 7筆、合計畑 185,003 ㎡。３、許可を受けようとする事由。貸主、

期間満了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定す

るもの。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。

５、期間。令和２年４月１日から令和１２年３月３１日まで。６、価格。年 753,000

円。７、資金調達方法。自己資金 753,000 円。８、借主の経営状況。世帯員、○○

人、農従者、○○人、畑○○○○㎡、採草放牧地○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、

牛○○頭。９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、４４ページの

とおりです。４１ページをお開きください。 

（１３）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○○○ ○○○○、○○○○、○○ ○○。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 94,333 ㎡、利用目的、

牧草畑。ほか 3 筆、合計畑 191,133 ㎡。３、許可を受けようとする事由。貸主、期

間満了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定する

もの。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。５、

期間。令和２年４月１日から令和１２年３月３１日まで。６、価格。年 763,000 円。

７、資金調達方法。自己資金 763,000 円。８、借主の経営状況。構成員、○○人、

農従者、○○人、畑○○○○㎡、採草放牧地○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、牛

○○頭。９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、４４ページのと

おりです。４２ページをお開きください。 

（１４）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 24,923 ㎡、利用目的、

牧草畑。ほか 10筆、合計畑 360,389.21 ㎡。３、許可を受けようとする事由。貸主、

期間満了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定す

るもの。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。

５、期間。令和２年４月１日から令和１２年３月３１日まで。６、価格。年 1,349,000

円。７、資金調達方法。自己資金 1,349,000 円。８、借主の経営状況。世帯員、○

○人、農従者、○○人、畑○○○○㎡、採草放牧地○○○○㎡、計○○○○㎡、家

畜、牛○○頭。９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、４４ペー

ジのとおりです。この３件につきましては、賃貸借の期間満了に伴い、再設定する

ものであり、別添の調査書のとおり、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各

要件を満たしているものと判断いたしました。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（１２）から（１４）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。おはかり致します。 

本案は原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

 

（全委員） 「異議なし」の声 
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議  長  ご異議ないものと認めます。 

よって本案は原案のとおり、可決されました。 

 

（○○委員着席） 

 

議  長  ○○委員に申し上げます。本案は原案のとおり、可決されました。 

（１５）について、地区推進班から議案の朗読と説明をお願いします。 

（挙手あり）武田委員。 

 

武田委員  上程になりました議案第１８９号（１５）について説明いたします。４５ページを

お開きください。 

（１５）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

貸主、中標津町○○○○番地、○○ ○○、○○歳。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 93,403 ㎡、利用目的、

牧草畑。ほか 3 筆、合計畑 191,889 ㎡。３、許可を受けようとする事由。貸主、期

間満了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定する

もの。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。５、

期間。令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで。６、価格。年 647,500 円。

７、資金調達方法。自己資金 647,500 円。８、借主の経営状況。世帯員、○○人、

農従者、○○人、畑○○○○㎡、採草放牧地○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、牛

○○頭。９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、４６ページのと

おりです。この案件につきましては、賃貸借の期間が満了することに伴い、再設定

するものであり、別添の調査書のとおり、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件を満たしているものと判断いたしました。以上です。 

議  長  説明が終わりましたので、（１２）から（１４）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。おはかり致します。 

本案は原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

 

（全委員） 「異議なし」の声 

 

議  長  ご異議ないものと認めます。 

よって本案は原案のとおり、可決されました。 

ここで、会議規則第１６条の規定により、○○番○○委員の退席をお願い致します。 

 

（○○委員退席） 

 

（１６）について、地区推進班から議案の朗読と説明をお願いします。 

（挙手あり）瀧本委員。 
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瀧本委員  上程になりました議案第１８９号（１６）について説明いたします。４７ページを

お開きください。 

（１６）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

貸主、札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３、公益財団法人、北海道農業公社、

理事長、竹林 孝。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 45,687 ㎡、利用目的、

牧草畑。ほか 5 筆、合計畑 115,539 ㎡。３、許可を受けようとする事由。貸主、期

間満了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定する

もの。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。５、

期間。令和２年３月２６日から令和７年１月２６日まで。６、価格。年 133,960 円。

７、資金調達方法。自己資金 133,960 円。８、借主の経営状況。世帯員、○○人、

農従者、○○人、畑○○○○㎡、採草放牧地○○○○㎡、計○○○○、家畜、牛○

○頭。９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、４８ページのとお

りです。この案件につきましては、農地保有合理化事業により、北海道農業公社が

取得した農地を、近隣農家との協議により決定した５年後の取得予定者に賃貸借す

るものであります。既存の認定農業者である近隣農家で、別添の調査書のとおり農

業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと判断いたしま

した。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（１６）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。おはかり致します。 

本案は原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

 

（全委員） 「異議なし」の声 

 

議  長  ご異議ないものと認めます。 

よって本案は原案のとおり、可決されました。 

 

（○○委員着席） 

 

議  長  ○○委員に申し上げます。本案は原案のとおり、可決されました。 

（１７）について、地区推進班から議案の朗読と説明をお願いします。 

（挙手あり）武田委員。 

 

武田委員  上程になりました議案第１８９号（１７）について説明いたします。４９ページを

お開きください。 

（１７）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

貸主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。                                       

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。 
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２、土地の表示。○○○○番、公簿、畑、現況、畑、面積 19,229 ㎡、利用目的、牧

草畑。ほか 3筆、合計畑 91,692 ㎡。３、許可を受けようとする事由。貸主、期間満

了により賃貸借を再設定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定するもの。

４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。５、期間。

令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで。６、価格。年 303,000 円。７、資

金調達方法。自己資金 303,000 円。８、借主の経営状況。世帯員、○○人、農従者、

○○人、畑○○○○㎡、採草放牧地○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、牛○○頭。

９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、５０ページのとおりです。

この案件につきましては、賃貸借の期間が満了することに伴い、再設定するもので

あり、別添の調査書のとおり、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしているものと判断いたしました。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（１７）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。 

（１８）について、地区推進班から議案の朗読と説明をお願いします。 

（挙手あり）長谷川委員。 

 

長谷川委員 上程になりました議案第１８９号（１８）について説明いたします。５１ページを

お開きください。 

（１８）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

貸主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。                                       

借主、中標津町○○○○番地、○○○○ ○○○○、○○○○、○○ ○○。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、山林、現況、畑、面積 23,911 ㎡、利用目

的、牧草畑。３、許可を受けようとする事由。貸主、期間満了により賃貸借を再設

定するもの。借主、期間満了により賃貸借を再設定するもの。４、権利を設定し、

又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権の設定。５、期間。令和２年４月１日

から令和５年３月３１日まで。６、価格。年 77,000 円。７、資金調達方法。自己資

金○○○○円。８、借主の経営状況。構成員、○○人、農従者、○○人、畑○○○

○㎡、採草放牧地○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、牛○○頭。９、適用。農業経

営基盤強化促進事業。１０、見取図は、５２ページのとおりです。この案件につき

ましては、賃貸借の期間が満了することに伴い、再設定するものであり、別添の調

査書のとおり、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ているも

のと判断いたしました。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（１８）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。 

（１９）（２０）について、地区推進班から議案の朗読と説明をお願いします。 

（挙手あり）田中洋希委員。 
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田中委員  上程になりました議案第１８９号（１９）（２０）について説明いたします。なお、

（１９）と（２０）は貸主が同一なことから一括して説明いたします。５３ページ

をお開きください。 

（１９）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

貸主、札幌市中央区北５条西６丁目１番地２３、公益財団法人、北海道農業公社、

理事長、竹林 孝。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○ ○○、○○歳。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 48,118 ㎡、利用目的、

牧草畑。ほか 3筆、合計畑 99,612 ㎡。３、許可を受けようとする事由。貸主、農地

保有合理化事業により賃貸するもの。借主、農地保有合理化事業により賃貸し、規

模拡大するもの。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借権

の設定。５、期間。令和２年３月２６日から令和７年１月２６日まで。６、価格。

年 119,500 円。７、資金調達方法。自己資金 119,500 円。８、借主の経営状況。世

帯員、○○人、農従者、○○人、畑○○○○㎡、採草放牧地○○○○㎡、計○○○

○㎡、家畜、牛○○頭。９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、

５４ページのとおりです。５５ページをお開きください。 

（２０）１、当事者の住所、氏名、年齢。 

借主、中標津町○○○○番地○○、○○○○ ○○○○、○○○○、○○ ○○。 

２、土地の表示。○○○○番○○、公簿、畑、現況、畑、面積 5,262 ㎡、利用目的、

牧草畑。ほか 5 筆、合計畑 146,037 ㎡。３、許可を受けようとする事由。貸主、農

地保有合理化事業により賃貸するもの。借主、農地保有合理化事業により賃貸し、

規模拡大するもの。４、権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容。賃貸借

権の設定。５、期間。令和２年３月２６日から令和７年１月２６日まで。６、価格。

年 181,040 円。７、資金調達方法。自己資金 181,040 円。８、借主の経営状況。構

成員、○○人、農従者、○○人、畑○○○○㎡、計○○○○㎡、家畜、牛○○頭。

９、適用。農業経営基盤強化促進事業。１０、見取図は、５６ページのとおりです。

この２件につきましては、農地保有合理化事業により、北海道農業公社が取得した

農地を、近隣農家との協議により決定した５年後の取得予定者に賃貸借するもので

あります。既存の認定農業者である近隣農家で、別添の調査書のとおり農業経営基

盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと判断いたしました。以

上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、（１９）（２０）の質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。おはかり致します。 

本案は原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

 

（全委員） 「異議なし」の声 

 

議  長  ご異議ないものと認めます。 
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よって本案は原案のとおり、可決されました。 

日程８、報告第８９号｢農地委員会開催報告について｣を議題に供します。 

内容を委員長から報告願います。 

（挙手あり）中村委員長。 

 

中村委員  報告第８９号「農地委員会開催報告について」説明いたします。議案の５８ページ

をお開きください。令和２年２月２６日役場３・４号委員会室において、農地委員

会を開催し審議を行ったので、中標津町農業委員会会議規則第２３条の規定により

その結果を報告します。 

審議内容。１、令和２年度中標津町農地移動適正化あっせん価格について。 

中標津町農地移動適正化あっせん価格については、毎年農地委員会の検討結果に基

づき総会において審議し、その年度の価格を決定しております。この度、令和２年

度中標津町農地移動適正化あっせん価格について協議し、次のとおり結論を得てお

ります。 

協議結果。 本町における平成３１年１月から令和元年１２月の売買事例では、ｈａ

当り８０万円で取り引きされた事例はありません。最も多く取り引きされた事例は、

５０万円未満を除き、ｈａ当り７０万円から７５万円未満で全体の３０．９％、次

に多く取引された事例は６５万円から７０万円未満が２１．１％で合わせると５２．

０％となっております。平均単価は、平成２３年から平成２８年まで５年連続の下

落が続いておりましたが、平成２９年は、６４万５千円、対前年比では２万６千円

高い価格となりました。平成３０年は６４万円と対前年比▲５千円下落し、令和元

年は６１万９千円と対前年比▲２万１千円下落となっております。近年では、地区

毎に農地価格の変動が出てきていますが、当農業委員会の「農地あっせん事業」に

おいて不調となった事例はなく、農地流動化は順調に推移しております。本上限価

格については、農業を取り巻く情勢は不透明であることから、現在の農地価格を見

直す判断は困難であります。今後において、その情勢が明らかとなった場合には、

対応が必要となる事もあると想定されますが、現状価格を見直すことは、農家自体

の資産価値が変化することとなり、今後の経営への影響が懸念されます。以上検討

の結果、今後も地区毎に農地価格に差が出ることは考えられるが、順調に農地集積

が行われ、生産意欲の向上及び農業経営の安定が必要であることから、令和２年度

中標津町農地移動適正化あっせん価格について、その上限価格を現行どおりのヘク

タール当たり８０万円が適正価格であるとの意見で一致したものであります。以上、

農地委員会の開催報告とする。 

 

議  長  報告が終わりましたので、質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。以上で農地委員会の報告を終わります。 

日程９、議案第１９０号｢令和２年度中標津町農地移動適正化あっせん価格につい

て｣を上程いたします。提案内容を事務局から説明願います。 

（挙手あり）農地係長 
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農地係長  上程になりました議案第１９０号「令和２年度中標津町農地移動適正化あっせん価

格について」ご説明致します。６１ページをお開きください。令和２年度中標津町

農地移動適正化あっせん価格について、次のとおりとする。１ｈａ当り上限８０万

円。この案件につきましては、報告第８９号にて中村農地委員長から説明がありま

したとおり、上限価格を現行の８０万円で据え置くことで意見の一致をみておりま

す。以上です。 

 

議  長  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。おはかり致します。 

本案は原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

 

（全委員） 「異議なし」の声 

 

議  長  ご異議ないものと認めます。 

よって本案は原案のとおり、可決されました。 

日程１０、報告第９０号｢農地法第４条の規定による農地転用許可後の事業完了届に

ついて｣を議題に供します。 

（１）について内容を地区推進班から報告願います。 

（挙手あり）髙橋委員。 

 

髙橋委員  報告第９０号「農地法第４条の規定による農地転用許可後の事業完了届について」

（１）について説明いたします。６３ページをお開きください。 

（１）１、届出人の住所、氏名。 

中標津町○○○○番地○○、○○○○、○○○○、○○○○、○○ ○○。 

２、許可年月日、許可番号。令和元年９月２６日付、中農委４第令元－１１号。３、

許可地の所在。中標津町○○○○番○○。４、転用目的。従業員宿舎建設。５、事

業計画の期間。令和元年９月２６日から令和２年９月２５日まで。６、事業完了年

月日。令和元年１２月２０日。７．完了検査年月日につきましては、令和２年３月

９日に第１地区推進班により、現地において計画通り建設されていることを確認し

ております。以上報告いたします。 

 

議  長  報告が終わりましたので、質疑を受けたいと思います。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。以上で事業完了届についての報告を終わります。 

日程１１、報告第９１号｢農政委員会開催報告について｣を議題に供します。 

内容を委員長から報告願います。 

（挙手あり）氏家委員長。 
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氏家委員  報告第９１号「農政委員会開催報告について」説明いたします。議案の６５ページ

をお開きください。 

令和２年２月２６日役場３・４号委員会室において、農政委員会を開催し審議を行

ったので、中標津町農業委員会会議規則第２３条の規定によりその結果を報告しま

す。 

審議内容。１、令和３年度農業施策と予算に関する要望意見の検討について。本年

６月２日の全国農業委員会会長大会に併せて行われる、北海道選出国会議員に対す

る要請活動における要望・意見の集約を根室地方農業委員会連合会が行い、本農業

委員会の要望・意見を求められたものであり、事務局より提出の報告があったもの

です。 

協議結果。本農業委員会としては、事務局提出のとおり、以下の４項目を要望・意

見とする結論となったところであります。１、農業・農産物の貿易を含む他国との

協定等交渉内容において、国民に対する十分な情報提供を行い、国会で審議する際

にはその審議過程での真摯な対応をすすめ、国民が確実に納得できる結論を得るこ

と。さらに、影響を十分に検証し、国内農業の振興を損なわないよう、農業経営安

定対策の充実を図ること。２、離農時における廃屋の撤去や、非農地の処分を含め

た基盤整備への支援制度の創設をすること。３、担い手への所有権移転による農地

集積の促進が重要であることを政策上の課題と位置づけ、売買による農地集積への

支援や非農家から担い手への所有権移転を促進する施策を導入し、相続未登記農地

や遊休農地の発生を防ぐこと。また、離農時にあっせん等により所有権を移転した

場合の譲渡所得特別控除の増額、長期貸借後に所有権移転した場合の譲渡所得特別

控除の減額等、売買時期により控除額に差が生じるよう改正すること。４、贈与税

納税猶予を受けている特例適用農地等について、その全てを後継者に使用貸借して

も納税猶予が打ち切りとならないよう、農業者年金受給に関わらず、後継者へ経営

継承に伴う特例適用農地等を貸付ける場合を追加し、特例の拡大を図ること。 

２、令和２年度中標津町農業委員会総会開催日程について。本農業委員会の令和２

年度総会日程について協議した結果、次のとおり結論を得ております。 

協議結果。総会は昨年同様に月１回、年１２回の開催とし、４月から１２月までは

午前１０時３０分から、１月から３月までは午後１時３０分からの開催といたしま

す。以上、農政委員会の開催報告といたします。 

 

議  長  報告が終わりましたので、質疑に入ります。 

 

（全委員） 「質疑なし」の声 

 

議  長  なければ質疑を打ち切ります。以上で農政委員会の報告を終わります。 

以上で、本総会に提出されました議案の審議は、すべて終了致しました。 

これをもちまして、第３３回総会を閉会致します。ご苦労さまでした。 

 

 

（閉 会   １４時３０分） 
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以上、本総会の顛末を記録し相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月２５日 
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