
令和２年第６回中頓別町農業委員会総会会議記録

日 時 令和２年９月２８日
午後 １時４０分開会
午後 ２時４０分閉会

場 所 中頓別町役場小会議室

１ 当日の出席委員は次のとおりである。
佐藤 秀樹、石井 進、藤田 健一、石黒 和浩、森川 健一 ５名

２ 当日の欠席委員は次のとおりである。
西 一彦、石橋 美代子 ２名

３ 本会のための説明者 農業委員会 事務局長 平 中 敏 志

４ 本会のための書記 農業委員会 主幹 北 村 哲 也

５ 議 事
報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書について
報告第２号 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地

転用について
報告第３号 電気事業者の行う特別高圧送電線建設に伴う農地転用に

ついて
議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について
議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農用地利用集積計画（一括方式）の決定について
議案第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農用地利用集積計画の決定について

６．その他
（１）令和２年度農地パトロール（利用状況調査）実施内容について

（２）今後の予定について
①令和２年度 宗谷農村パートナー対策協議会第２回運営委員会
令和２年１０月中旬開催予定
②令和２年度のうねんセミナー
令和２年１０月２８日（水）～２９日（木） 札幌市

（３）その他



①農業委員会だより「天北」の発行について
②令和２年度全国農業委員会会長代表者集会 東京都 （中止）
③令和２年度農業委員会連合会地区別研修会 枝幸町 （中止）
④令和２年度農業委員会活動強化研修会 札幌市 （中止）

８．閉 会
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ただ今から、令和２年第６回中頓別町農業委員会総会を開会いたします。
まず始めに会長より挨拶をお願いします。

（挨拶終了）

【欠席報告】
本日は 西委員及び石橋委員より欠席の旨、事前に連絡がございましたので、ご報
告いたします。

【定数報告】

本日の出席委員は７名中５名であります。農業委員会等に関する法律第２７条第３
項の規定によります過半数に達しておりますので、本日の総会が成立しておりますこ
とをご報告申し上げます。
これより、中頓別町農業委員会会議規則第７条第１項の規定に基づき、会長が議長
となり、議事を進行致しますので、森川会長、よろしくお願い致します。

【議事録署名委員の指定】

議事録署名委員の指定を行います。
中頓別町農業委員会会議規則第１５条の規定に基づき、議長が２名の委員を指名い
たします。

５番 藤田委員、６番 石黒委員を指名いたします。

次第の４番、会務報告につきまして、事務局から報告願います。

【会務報告】

（事務局より説明）

会務報告を受けましたが、何か、質問はございますか。

ありませんの声

それでは、議案の審議に移りたいと思います。
報告第１号「農地法第３条の３第１項の規定による届け出書について」を議題と致
します。内容について事務局から報告願います。
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報告第１号「農地法第３条の３第１項の規定による届け出書について」をご説明致
します。
次の者から、農地について、相続による所有権を取得した旨の届出書の提出があ
り、北海道農地法関係事務処理要領第１の６の規定に基づき、受理通知書を交付した
ので報告する。令和２年９月２８日提出 中頓別町農業委員会 会長
番号〇 届け出に係る土地の所在地は、別紙をご参照願います。字〇〇〇〇番〇か
ら〇〇〇番〇の全〇〇筆、面積は資料をご参照願います。
権利を取得した者の住所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、氏名は〇〇〇
〇さん、権利を取得した日は平成〇〇年〇月〇日、農業委員会に届け出られた日が令
和２年〇月〇〇日、権利を取得した理由は相続、取得した権利の種類及び内容は所有
権であります。
以上で説明とさせていただきます。

報告第１号「農地法第３条の３第１項の規定による届け出書について」事務局から
の説明が終わりました。報告の内容につきまして、何か、意見等はございませんか。

ありませんの声

質疑が無いようですので、次に報告第２号「認定電気通信事業者の行う中継施設等
の設置に伴う農地転用について」、事務局より説明いたさせます。

それでは、報告第２号「認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転
用について」をご説明致します。
認定電気通信事業者から農地転用の届出書の提出があったので、次のとおり報告す
る。令和２年９月２８日提出 中頓別町農業委員会 会長
番号〇、転用の申請地は字〇〇〇〇〇番〇の一部、地目は公募現況ともに畑、転用
申請面積は〇〇〇㎡、区分は民（地）、契約内容は賃貸、転用目的は、電気通信事業
法に基づく認定電気通信事業（携帯電話の用に供する施設の設置（増設））、土地所有
者は字〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇さん、転用者の住所・氏名は札幌市 〇〇〇〇〇〇〇
〇、土地利用区分は農用地区域、工期は記載のとおりです。
本件は、既存携帯電話用通信施設の設備増設に伴う農地の転用案件であり、土地収
用法その他の法律により、『土地を収用し、又は使用することができる公益性の高い
事業の対象事案である』ため、農地転用等の許可の特例が適用されることとなります
ので、ご報告いたします。
以上で説明とさせていただきます。

報告第２号「認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用につい
て」事務局からの説明が終わりました。報告の内容につきまして、何か、意見等はご
ざいませんか。
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ありませんの声

質疑が無いようですので、次に報告第３号「電気事業者の行う特別高圧送電線建設
に伴う農地転用について」、事務局より説明いたさせます。

それでは、報告第３号「電気事業者の行う特別高圧送電線建設に伴う農地転用につ
いて」をご説明致します。
電気事業者から農地転用の届出書の提出があったので、次のとおり報告する。令和
２年９月２８日提出 中頓別町農業委員会 会長
番号〇、転用の申請地は字〇〇〇〇番の一部、地目は公募現況ともに畑、転用申請
面積は〇〇〇㎡、区分は民（地）、契約内容は賃貸、転用目的は、電気事業法に基づ
く事業（特別高圧送電線の建設）、土地所有者は字〇〇〇〇 〇〇〇〇さん、転用者
の住所・氏名は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、土地利用区分は農用地区域、工期は記載の
とおりです。
本件は、頓別川の改修に伴う高圧送電線の移設による農地の転用案件であり、本件
におきましても、土地収用法その他の法律により、『土地を収用し、又は使用するこ
とができる公益性の高い事業の対象事案である』ため、農地転用等の許可の特例が適
用されることとなりますので、ご報告いたします。
以上で説明とさせていただきます。

報告第３号「電気事業者の行う特別高圧送電線建設に伴う農地転用について」事務
局からの説明が終わりました。報告の内容につきまして、何か、意見等はございませ
んか。

ありませんの声

質疑が無いようですので、続いて議案の審議に移ります。
議案第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を議題といたし
ます。事務局より議案の説明をいたさせます。

議案第１号「農地法第５条の規定による許可申請について」をご説明申し上げま
す。農地法第５条の規定による許可申請のあった次の件について、審議を求める。令
和２年９月２８日 中頓別町農業委員会 会長。

別紙の「農地法第５条転用（スキー場：一時転用）調査書」をご参照願います。
農地法５条転用（スキー場：一時転用）調査書
１．農地の一時転用の申し出
○転用申請者 字〇〇 〇〇〇さん
○ 一時転用先 中頓別町
○一時転用期間 令和２年１２月１日から令和３年３月３１日まで
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○ 一時転用の地番及び面積は記載のとおりであります。
２．一時転用の許可についてであります。
今回の申請については、昨年と同様に冬期間の一時転用であり、農作業上に支障は
ないと考えるものであります。
本スキー場は、中頓別町が指定管理を請け負わせている町営のスキー場であり、一
般町民の公共的なサービスに供することになるもので、許可することに問題ないと思
われ、昨年と同じ場所であることから、現地の確認は、毎年実施しています農地パト
ロールで行っております。
農地転用許可申請に係る審査表については、別添のとおりでございます。許可方針
該当事項としては、３年以内の一時転用であること、用地選定の任意性がないこと、
農振整備計画の達成に支障がないことでありまして、例外許可として、農地法第５条
第２項第１号の規定によりまして、農地法施行令第１１条第１項第１号に該当するこ
とから、許可相当と判断されます。
許可が相当と認められる場合に付すべき条件については、原則、北海道農地法関係
事務処理要領に定められている項目を記載するものとし、注意事項及び教示文を添え
て、指令書を交付致します。
なお、北海道農業会議への意見聴取につきましては、常設審議委員会に間に合うよ
うに、関係書類を提出することになります。
また、許可相当と判断頂いて、農業会議からも許可相当の意見回答があった場合
は、速やかに許可書を交付することとし、次回の総会で報告させていただきます。
以上、説明とさせていただきます。

事務局より説明が終わりました。それでは、議案第１号「農地法第５条の規定によ
る許可申請について」、何かご質問ございますか。

（質疑なし）

質疑なしと認め、議案第１号「農地法第５条の規定による許可申請について」を承
認することにご異議ございませんか。

（異議なし）

ご異議なしと認め、議案第１号「農地法第５条の規定による許可申請について」は
承認することに決しました。
また、農業会議から許可相当の意見回答があった場合は、速やかに許可書を交付す
ることとし、次回の総会で報告することといたします。

次に議案第２号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用
集積計画（一括方式）の決定について」を議題とします。事務局より議案の説明をい
たさせます。
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議案第２号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積
計画（一括方式）の決定について」下記の者に係る農用地利用集積計画（一括方式）
の決定について、審議を求める。令和２年９月２８日提出、中頓別町農業委員会会
長。

番号～賃〇〇番 土地の表示は、別紙をご参照願います。字〇〇〇番〇から〇〇〇
番〇〇の計〇〇筆〇〇〇〇〇㎡であります。地目は畑、賃貸料は〇〇〇〇〇〇円で
す。利用権の移転の時期及び引き渡しの時期はともに令和２年〇〇月〇日でありま
す。
本件は、農地中間管理事業を活用するもので、「農地中間管理事業の推進に関する

法律の一部改正が令和元年５月に公布され、同年１１月１日から手続きの簡素化が図

られることになり、農用地利用集積計画の一括方式で設定が可能となったものです。

地権者である、〇〇〇〇さんが、農地中間管理機構である、北海道農業公社へ、農
地中間管理機構から借主である、〇〇〇〇〇〇〇〇への権利設定をするしくみが一括
方式として審議することになります。

借受人の状況は、経営地〇〇〇ha、労力〇人、斡旋無し、資金は自己資金でありま
す。利用権の設定期間は、令和２年〇〇月〇日から令和〇〇年〇月〇〇日までの〇〇
年間であります。
以上、議案第２号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利
用集積計画（一括方式）の決定について」の説明を終わります。よろしくご審議の
程、お願いします。

それでは、議案第２号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用
地利用集積計画（一括方式）の決定について」の審議に入ります。本件につきまして
は、中頓別町農業委員会会議規則第１３条の議事参与の制限がございますので、〇〇
委員につきましては、退席をお願いします。
暫時休憩します。

（〇〇委員退席）

休憩を解いて、会議を再開します。
それでは賃〇〇番について何かご質問ございますか。

（質疑なし）

質疑なしと認め、賃〇〇番について、ご異議ございませんか。

（異議なし）
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ご異議なしと認め、賃〇〇番については承認することに決しました。
ここで、暫時休憩します。

（〇〇委員入室）

休憩を解いて、会議を再開します。〇〇委員に報告致します。賃〇〇番について
は、原案どおり、承認することに決しましたので、ご報告致します。

続いて議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利
用集積計画の決定について」を議題とします。事務局より議案の説明をいたさせま
す。

議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積
計画（一括方式）の決定について」下記の者に係る農用地利用集積計画の決定につい
て、審議を求める。令和２年９月２８日提出、中頓別町農業委員会会長。

番号～賃〇〇番、土地の表示は別紙をご参照願います。字〇〇〇〇番〇から〇〇〇
番の計〇〇筆〇〇〇〇〇㎡であります。地目は畑、賃貸料は〇〇〇円です。利用権の
移転の時期及び引き渡しの時期はともに令和２年〇月〇〇日であります。貸主 〇〇
〇〇〇 〇〇〇〇さん、借主 字〇〇 〇〇〇〇さん。貸付理由は、農地を近隣耕作
者に貸し付ける。借受理由は、農地を借り受け、農業経営の安定を図る。借受人の状
況は、経営地〇〇〇ha、労力 〇人、斡旋無し、資金は自己資金、年金は加入されて
おります。利用権の設定期間は、令和２年〇月〇〇日から令和〇年〇〇月〇〇日まで
の〇年間であります。

以上、議案第４号「農業経営基盤強化促進法について」の説明を終わります。よろ
しくご審議の程、お願いします。

それでは、議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用
地利用集積計画の決定について」の審議に入ります。
賃〇〇番について何かご質問ございますか。

質疑なしの声

質疑なしと認め、賃〇〇番について、ご異議ございませんか。

異議なしの声

ご異議なしと認め、賃〇〇番については承認することに決しました。
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以上で、本日提出の議事が全て終了しました。
それでは、６ その他 （１）令和２年度農地パトロール（利用状況調査）実施内
容について事務局より説明をお願いします。

（事務局説明）

何か質問はありませんか。

ありませんの声

それでは、農地パトロールについては最終的な報告に向けて、内容の精査を進めて
参ります。

次に（２）今後の予定について、事務局より説明をお願いします。

（事務局説明）

何か質問はありませんか。

ありませんの声

続いて（３）その他について、事務局より説明願います。

（事務局説明）

何か質問はありませんか。

ありませんの声

ほかに委員のみなさまからの何かございませんか。

ありませんの声

長時間にわたりご審議いただき、ありがとうございました。
以上をもちまして、令和２年第６回農業委員会総会を終了いたします。


