
 

第７回  今金町農業委員会総会会議録  （第３５回～第７回） 

 

 

１．日  時 
平成２９年７月２４日        午後４時００分 

                  午後５時４３分 

 

２．場  所  今金町役場３階会議室 

３．出席委員 

１．伊 藤 良 智 ２．村 本 智 之 ３．伊 藤 幸 作 

４．天 沼 彰 範 ５．讃 岐 幹 夫 ６．末 藤 春 義 

７．樋 口 洋 一 ８．伊 藤 正 行 ９．中 谷 香 織 

10．仁 木 由喜江 11．村 瀬 重 一 12．内ヶ島 道 良 

13．村 上 隆 文 14．矢 内 義 則 15．村 上 仁 司 

４．欠席委員  

５．事 務 局  局 長  勝 山 英 敏 

 

・会議日程 

 仮議席の指名について 

 互選第１号 会長の互選について 

 互選第２号 会長職務代理の互選について 

 議席の決定について 

 会議録署名委員の指名について 

 報告第１号 標準処理期間の設定について 

 議案第１号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画について 

 議案第２号 下限面積（別段の面積）の設定について 

 議案第３号 今金町農地利用状況調査員設置要綱の制定について 

 議案第４号 今金町農業委員会農地パトロール（利用状況調査）実施要領の制定について 

 議案第５号 今金町遊休農地等の利用意向調査等の手続き規定の制定について 



 - 1 - 

○局 長 

(勝山英敏君) 

 皆様、お疲れ様でございます。 

 ただ今から、平成２９年第７回今金町農業委員会総会を開催いたします。 

 改選後の初総会でありますので、町長よりご挨拶をお願いいたします。 

○町 長 

(外崎秀人君) 

 先程は辞令交付式、誠にありがとうございました。 

 挨拶の中では、中々機会がありませんので、最近の情勢動向についても含

めて私の方から、何点かお話させていただきたいと思います。 

 先程の挨拶の中にもありましたように、先般７月１２日ですけれども農業

委員会から意見書をいただきました。その中でもきちんと今回の改選につい

ての主旨的なものが書いているわけでございます。国は様々やってきている

わけでございますけれども改めて重点的に農地などの需要の最適化の推進

が必要だと、これに取り組んでいきましょうよ、という言葉をあげました。 

 内容的に最適化はどういうことかと言いますと１つは、担い手への農地の

利用集積なり集約をしていきましょう。２つ目は、遊休農地の発生を防いだ

り解消しましょう。３つ目は、新規参入の受入をしていきましょう。今まで

行っている感覚が私はあるのですが、より一層というのが、今回の改正のポ

イントにあるわけであります。それに向けた様々な難題課題あるわけであり

ますけれども、これは永遠に続く課題ではないかなと思っています。それ以

降どう取り組むか、今回農業委員会からいただいた意見書の中にもそういう

ことが明記されておりますので、改めて共に議論して参らなければいけない

と思っております。 

 これは今言ったように今金町も国も絶対そうであります。ここに要望書と

いうのがあります。北海道市町村農業農村対策協議会、これは市町村長で作

っている組織ですが、実は私はずっと副会長をやっておりまして、去年の改

選で、会長になる予定でしたが、お断り申し上げました。なぜかというと去

年大災害がありました南富良野町の町長に会長になっていただきました。私

は道路整備促進期成同盟会全国協議会の副会長もやっております。他にも

色々な役員になっており、会長となると町民に怒られますので、ずっと副会

長。明日、三役で東京の方に行くわけでございますけれども内容は前段の協

議会とうちと関わりのある内容でございます。説明は私がするわけでござい

ますけれども大きく今金町に関わる要素があります。農業委員会におかれま

しても土地の問題が関わってくる要素はあるのかなと思いますので、参考に

後程お話をさせてください。 

 もう１つは要請が明日あるわけでありますけれども私は急遽明後日の朝

に要請から帰ってきまして、札幌に入ります。札幌ではどういう仕事かと言

いますと土地改良区の事業団・連合会があります中期計画が２９年度で終了

するに当たって、新たに中期計画策定の特別委員会が設置されるわけです。 

 全道１８名の委員ですけれども役所関係含めて、市町村長５名の中の１人

に私が選出されまして、他にはＪＡの組合長、土地連の役員さん含めて、こ
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れから５年間の土地利用に関しての計画を作っていく、これも大きく農業委

員会に関わる要素にあるのかなと私なりの視点を持ちながら対応していか

なければならないと思っています。 

 特に皆さんにもお願い申し上げたいのは、農業委員会の意見書の中にも

色々あるわけでありますけれども１つ目に、優良農地の確保ということで、

耕作放棄地の対策、私がこれから最優先で考えていかなければいけないのが

国の政策もそうでありますけれども集落営農組織の育成を得る地域の法人

化に向けた指導をこれから図って下さいという言葉がありまして、これから

の最大の課題になると私は思います。国の支援が、個別の支援とは中々なら

ないですよね。（農）ぴりかファームという形が厳しい状況にあるわけであ

りますけれども、それに近い形の中で、分散化分業化した法人化ということ

では、私は農地の利用法人あるいは、機械や施設の共同利用法人そういうこ

とから取り組んでいく道筋はどうなのかなと思っていました。新しく委員に

なられました讃岐委員も法人を立ち上げていただいた経過もあるわけであ

りますけれどもこれからはそういうところにしか、国や道は目を向けてくれ

ません。個別指導は中々難しい状況にあるわけですから、これから様々な農

業関係に対する打開策は法人化や基本的なベースの中に組合とか、様々な団

体のベースになるような視点を持たないといけない。合わせて何よりも女性

農業者の確保と書いています。けれども女性が元気でなければいけない、女

性の元気さが今金の農業を支えていると私は思います。より一層活躍できる

ような場面、何よりも私が目指しているのは、法人化することによって、女

性が家族経営の中では、働き手の１人であったわけですけれども法人化によ

って、手当が入るわけであります。この違いはすごいです。私も色々なとこ

ろから情報を得ていますけれども見違えるほど変わるのは女性です。奥さん

方、お母さん方の目が違うんです。給料がもらえるんです。そうすると自分

たちが働いた対価として、自分たちの生活設計も出来てくる。子供たち、孫

たち、自分たち、旦那さんに対する見方も変わるわけであります。そういう

仕組みをきちんと持っていかなければならない、これは法人化の最大の役割

ではないかなと思っています。ぜひそれに向けた取り組みをさらに私と共に

声をあげていただければと思っております。その基本ベースは、農地の集積

ということに繋がるわけであります。農地の利用法人、少し勉強していただ

かなければいけないと思います。基本的には、３件４件５件で圃場を作り輪

作体系をきちんと取るだけで、十分用を足すわけです。経営までいくと中々

厳しい状況になりますけれども、これからの今金農業の将来性をきちんと担

える農地になるのではないのかな、加えて酪農畜産でもそうなんです。牛舎

畜舎の問題を含めて、そこからの解決策をどう導き出すか、やはり個別支援

が出来ないとすればどうなるのか、全てハードルが高いです。補助金を貰う

ためには、何か組織を立ち上げ、販売額をアップしなければいけません。 
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 農業委員会に関する中間管理事業もそうであります。全国的には２割位し

か行っていないわけでありますけれども人の土地を借りていれば、中々上手

くいかない。北海道は売買が主でありますよという話をしていきますけれど

もその中間管理機構を使うことによって、農業者の負担がゼロで済む仕組み

があるんです。国が補填をしながら基盤整備が出来るわけでありますけれど

もただその条件は、何かと言いますと今も申し上げましたように、あくまで

も５年以内に２０％生産性を上げなければダメ、非常にハードルの高いもの

であります。私が考えた場合に、売買の方がいい。全国大体農地が反当り１

５０万というベースがありますけれども北海道はそんなにお金を出して買

う状況に当然ない。３０万５０万なんかありえない状況にあるわけですか

ら、そうすると国が言っている中間管理機構における中での農地の集積再編

というのは、ハードルが高いのではないか、細かいところまで理解はしてい

ませんが、感覚的にはそういう認識を持っています。今金なりの手法でもっ

て、農地を集積する、国の最適化をするとすれば、様々な制度を上手に使っ

ていくことが重要視されるのではと思っていました。ぜひお願い申し上げた

い。 

 最後でありますけれども私も色々な役員をやっておりまして、北海道の市

町村共済組合、農協の共済組合もありますけれどもその共済組合の議員をや

っております。職員側の議員もやった経験もありまして、町長になってから

は町長側の議員、全体市町村１５名・１５名で、組織しています。町長側市

町村長１５名、職員側１５名ということで、組織しているわけでありますが、

その中の私も役員になっているわけでありますが、任期が変わったり、新し

い人の入れ替えの時は、必ずやっていただくことがあります。今回は新しく

委員さんになっていただいた方がおられますけれども、そもそも事務的な言

葉が分からない、難しくてどういう意味なのか、それを一回必ず時間を取っ

て研修会をやります。農業委員は何だとか、どういう仕事をしているか、あ

っせんとはどういうことなのか、様々な基本的なことを勉強する研修会とい

う意味合いを含めて、きちんと改めて再確認するための勉強会を必ずやって

もらうんです。私も共済組合の役員や委員長をやったりしているんですけれ

ども分からないで過ごした経過もある。そこで改めて感じるものもあります

し、国の制度・政策はコロコロ変わるものですから、分かったふりして進め

て、大変なことになってしまう状況を考えれば勉強会が必要なのかな。農業

委員さんも研修会が当然あるわけでありますけれどもそういう研修は、多分

無いと思います。様々な事業や事務の研修はありますけれども文言含めた内

容のきめ細かなものはないんですよね。ぜひ新しくなった会長さんにこれか

ら選任されるわけですけれども事務局と相談させていただきながら、ぜひ設

けていただければ、新しく選任された委員さんも少しは気が楽になるのでは

ないかな。全く分からない中で、どんどん行かれるのも非常に寂しい状況に
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置かれると私も困るかなという感じがしますので、ご配慮賜りますことをよ

ろしくお願いいたします。 

 先程申し上げましたように、町長の任命でありますから町長が知らないと

いうことになりませんようこれから、より身近になりますので、話し合いの

場、協議の場、研修の場、一緒に参加させていただくことをお願い申し上げ

まして、少し長くなりましたが一言とさせていただきます。 

○局 長 

(勝山英敏君) 

 ありがとうございました。 

 ここで自己紹介ということで、本来ならば事務局からということでありま

したが、先程辞令交付の時に、私ども町長を含めて終わらせていただきまし

たので、委員さん方は顔なじみの方もいらっしゃるかも知れませんが、再度

自己紹介をしていただければと思いますので、内ヶ島委員から席順でお願い

いたします。 

（席順に１５名の委員が順次自己紹介を行う。） 

○局 長 

(勝山英敏君) 

ありがとうございました。 

 それでは、この後は町長の進行で進めたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○町 長 

(外崎秀人君) 

それでは、初総会でありますので会長が選出されるまでの間、地方自治法

第１０７条の規定を準用し、最年長委員が仮議長を行うことになっておりま

すので、出席委員の中の内ヶ島委員が最年長委員でございますので、私の方

から指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○仮議長 

(内ヶ島道良君) 

それでは私が最年長委員ということで、地方自治法第１０７条の規定を準

用することから、会長の互選が終了するまでの間、仮議長の職務を務めさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

本日の出席委員は１５名で定足数に達しております。 

 

 

○仮議長 

(内ヶ島道良君) 

◎開会の宣告 

  

ただいまから、平成２９年 第 ７ 回今金町農業委員会総会を開催いたし

ます。 

 

 

○仮議長 

(内ヶ島道良君) 

◎日程第１ 仮議席の指定について 

 

日程第１、仮議席の指定について を議題と致します。 

仮議席は今金町議会会議規則等の運用例規第１０項の規定を準用し、年齢

順となっておりますので、仮議席を指定いたします。２番末藤委員、３番伊

藤正行委員、４番村上仁司委員、５番伊藤良智委員、６番矢内委員、７番村

上隆文委員、８番村瀬委員、９番天沼委員、１０番讃岐委員、１１番樋口委

員、１２番仁木委員、１３番伊藤幸作委員、１４番中谷委員、１５番村本委

員となります。 
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○仮議長 

(内ヶ島道良君) 

◎日程第２ 互選第１号 会長の互選について 

 

日程第２、互選第１号、会長の互選について を議題とします。 

互選の方法については選挙、推薦の方法があると思いますが、皆様の意見

をお伺いしたいと思います。 

（『推薦』の声あり。） 

 

ただいま推薦という意見が出ましたので、会長の互選については推薦とい

うことで取り進めたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 

それでは、会長の推薦をお願いいたします。 

○推薦者 

(末藤春義君) 

村上仁司委員を会長に推薦いたします。 

○仮議長 

(内ヶ島道良君) 

その他ございませんか。 

（発言なし。） 

 

ないようですので、村上仁司委員を会長に決定いたします。 

 今金町議会会議規則等の運用例規にしたがって、会長就任の挨拶を村上仁

司委員にお願いいたします。 

（村上仁司君） それでは一言ご挨拶させていただきます。この度、再度会長ということで

任を務めさせていただくことになりました。町長さんをはじめ、委員の皆さ

ん事務局の皆さんのご指導とご協力をいただきますようお願いを申し上げ

るところでございます。先程町長さんの方から色々と、今回の農業委員会の

改選についてお話がございました。特に大きな変化と言いますと公選制から

市町村長の任命制に変わったというのが、大きく変わったところでございま

す。また、委員の過半数が認定農業者ということで、それから中立委員、青

年、それから女性の積極的な促進ということで、これが盛り組まれたところ

でございます。委員会においてもこの要件を考慮しまして、改選前は定数１

４名という形の中で行われてきましたけれども今回の改選にあたりまして

女性委員の登用も考慮していただきまして、１５名体制という新たな形の中

で、なったということでございますので、何かと分からないところも多いか

と思いますけれども今後ともよろしくお願い申し上げたいと思っていると

ころでございます。また、業務内容についても農地の権利移動、転用等が委

員会の主な業務でして、今後この主な業務といいますと農地等の利用などに

なりまして、担い手への農地の集積、集約化や遊休農地の発生防止、解消、

新規参入の促進が必須業務とこのように位置付けをされたところでござい

ます。農地の利用集積・集約化については、担い手に農地を増やすべく効率
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的な営農環境を提供するのも必要とされるところでございまして、また遊休

農地の発生防止についても行われている農地パトロールを強化しながら、 

今後定期的な見回りを進めていきたいとこのように思っているところでご

ざいます。しかしながら、今現在農業を取り巻く現状はＴＰＰ等により、ま

して農産物のグローバル化、それから銀行の減少、そして少子高齢化が進む

とともに農業従事者の高齢化や担い手の減少などにより、農地面積の減少、

耕作放棄地の増加が心配をされているところでございます。意見書の中にも

お話をさせていただきましたけれども優良農地であっても今後担い手への

農地の集積・維持保全が困難になることが予想されることもあるかと思いま

す。中間管理機構も今後について進めていかなければいけないと思っている

ところでございます。今後の活動においても人・農地プランを前提とし地域

に担い手の状況や農地の利用状況の変化に対応し新たな政策を充分理解し、

農地を守り意欲ある担い手の確保・育成、優良農地の維持保全を目的に今あ

る農地を将来の農地として生かし守り残していく取り組みが、今後とも必要

になっていくのかなと思っているところですので、今後とも委員の皆さん、

事務局の皆さんのご協力をいただきながら今後取り進めていきたいと考え

ているところですので、今後においてもよろしくお願い申し上げまして大変

簡単ですけれども就任にあたりましてご挨拶をさせていただきます。よろし

くお願い申し上げます。 

○仮議長 

(内ヶ島道良君) 

それでは、会長が決まりましたので、私の仮議長としての職務を終わらせ

ていただきます。皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 

○議 長 

(村上仁司君) 

◎日程第３ 互選第２号 会長職務代理の互選について 

 

日程第３、互選第２号、会長職務代理の互選について を議題とします。 

互選の方法については、どのような方法がよろしいかお諮りいたします。 

（『推薦でお願いします』の声あり。） 

 

ただいま推薦という声がございましたが、他にございませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 

なければ、推薦ということでお願いいたします。 

○推薦者 

(末藤春義君) 

矢内委員を推薦いたします。 

○議 長 

(村上仁司君) 

その他、ございませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

異議なしの声がございましたので、会長職務代理を矢内委員に決定いたし

ます。それでは、今金町議会会議規則等の運用例規にしたがって会長代理の

ご挨拶をお願いいたします。 
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（矢内義則君） 委員の皆さん、こんにちは。今回の改選で、会長代理ということで大変重

責ではございますけれども過去の農業委員の経験を生かしながら、３年間会

長の補佐という部分で、務めさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 

 

○議 長 

(村上仁司君) 

◎日程第４ 議席の決定について 

 

日程第４、議席の決定について を議題とします。 

 今金町議会会議規則等の運用例規にしたがって、会長は１５番、会長職務

代理は１４番と決定し、今金町農業委員会会議規則第７条の規定により「く

じ引き」といたします。先に引く「くじ」は順番を決めるもので、その順番

により２回目の「くじ」を引き、その引き当てた番号を議席として決定いた

します。 

 それでは、事務局「くじ」をお願いします。 

 

（順次、「くじ」を引く。最初の「くじ」は順番を決める「くじ」で、その

決まった順番により「くじ」を引き、その引き当てた番号が議席となる） 

 

 それでは、事務局は議席の決定を発表してください。 

○局 長 

(勝山英敏君) 

それでは、発表させていただきます。あらかじめ１４番は会長職務代理、

１５番は会長と決まっておりますので、１番から１３番までを発表させてい

ただきます。 

 １番伊藤良智委員、２番村本智之委員、３番伊藤幸作委員、４番天沼彰範

委員、５番讃岐幹夫委員、６番末藤春義委員、７番樋口洋一委員、８番伊藤

正行委員、９番中谷香織委員、１０番仁木由喜江委員、１１番村瀬重一委員、

１２番内ヶ島道良委員、１３番村上隆文委員となります。 

○議 長 

(村上仁司君) 

それでは議席が決まりましたので、各委員は決定された議席に移動をお願

いいたします。 

 

それでは農地部会、農政部会、広報委員会においては本町の場合は法定部

会ではないため、その他案件で取り扱いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり。） 

それではここで議案整理のため、暫時休憩いたします。 

 

休  憩  午後４時５１分 

再  開  午後４時５２分 

（休憩中に町長退席） 

 それでは、休憩を打ち切りまして会議を再開いたします。 
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○議 長 

(村上仁司君) 

◎日程第５ 会議録署名委員の指名について 

 

日程第５、会議録署名委員の指名について を議題と致します。 

今金町農業委員会会議規則第１３条第２項の規定により、本日の署名委員

は１番伊藤良智委員、２番村本委員を指名いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

○議 長 

(村上仁司君) 

それでは会務報告を行います。事務局長、勝山君 

○局 長 

(勝山英敏君) 

 会務報告は別紙のとおりとなっておりますので、ご報告いたします。 

 

 

 

○議 長 

(村上仁司君) 

◎日程第６ 報告第１号 標準処理期間の設定について 

 

日程第６、報告第１号を議題とします。 

 標準処理期間の設定について 事務局の説明を求めます。 

 

局長、勝山君 

○局 長 

(勝山英敏君) 

（議案書の朗読：記載省略） 

 行政手続法という部分の中では、農業委員会に係る案件の内、権利移動に

関係する部分、売買や賃貸に関係する部分は必ず農業委員会の総会で決定す

るということになっております。その決定する期間の部分については、今金

町は毎月１回総会を開いておりますので、総会が終わって次の総会まで２８

日間の設定、届出したものは処理をして、この総会にかけるということで他

の町ではもっと厳しく２０日とかですが、今金の場合はなるべく直近で処理

出来るものということで、最大で２８日間で行うことで進めておりますので

標準処理期間で２８日と設定させていただいております。 

○議 長 

(村上仁司君) 

説明が終わりました。 

 この件について、皆さんからご意見ご質問何かございませんか。 

（発言なし。） 

 

無ければ、以上で標準処理期間の設定についての質疑を終わります。 

 本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 

 異議なしの声がありますので、原案のとおり決定をさせていただきます。 
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○議 長 

(村上仁司君) 

 ◎日程第７ 議案第１号 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地

利用集積計画について 

 

 日程第７、議案第１号を議題とします。 

農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計画について 事

務局の説明を求めます。 

  

 局長、勝山君 

○局 長 

(勝山英敏君) 

（議案書の朗読：記載省略） 

これらの件に関しまして、資料Ｎｏ１を添付しておりますので、お目通し

をお願いいたします 

○議 長 

(村上仁司君) 

説明が終わりました。 

 

この案件に関係する委員の退席を求めます。 

関係する委員の退席 

 

 この件について、皆さんからご意見ご質問ございませんか。 

 まず所有権移転関係、１番から４番まで。 

（発言なし。） 

 次に５番から１３番まで。 

（発言なし。） 

次に１４番から２２番まで。 

（発言なし。） 

次に利用権設定関係、１番から３番まで。 

（発言なし。） 

○局 長 

(勝山英敏君) 

 補足説明ですが、利用権設定関係で１番２番につきましては、反当たりの

単価で載っていますが、３番については使用貸借ということで、今年度につ

いては料金が発生しません。この方は北海道農業公社を使って土地を購入す

ることを前提で進めておりますので、今年の部分については、話は進んでい

るのですが、通常の場合は賃貸をしなければいけませんが、その後、秋にか

けて公社と利用権設定をするということで、そちらで賃貸料が発生するとい

うことで、直接○○○○さんと△△△△さんの間では賃貸料は発生しないと

いうことで使用貸借を結んでいます。 

 前段の公社の部分につきましては、皆さんご存知かと思いますが、農地を

取得する場合に公社を使いたいということで一定期間、昔ですと大体１０年

でしたが、最近は５年と新しい制度になった中でやっております。任期が終

わったのと、場合によっては繰り上げ償還したいという方も３名ほど入って

います。 
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○議 長 

(村上仁司君) 

 全体を通して皆さんから何かございませんか。 

○９番 

(中谷香織君) 

 そもそも論で申し訳ないのですが、農地保有合理化事業について簡単に説

明していただけますか。 

○局 長 

(勝山英敏君) 

 農地法の農地の売買につきましては、必ず国の制度で農地については日本

の中の国のこ食料事業の関係から、あるいは優良農地を確保するという部分

で、通常の一般家庭の人は買えないということと、自由に売買が出来ないと

いう部分がありまして、農地を売買するときに農地保有合理化事業を使いま

すと土地を売ったり買ったりしたときの税金控除の対象ということで、そち

らの方へ反映されていきます。当然農家間で自由にやることも出来ますが、

相対で農業委員会を通さないでというのは基本的には出来ないことになっ

ておりますが、農地法３条や色々な制度でやった場合は、特別控除が受けら

れません。そういう部分をこの制度にのると売買所得の特別控除ということ

でそちらの方を受けられる。この名前も何度か変わってきていますが、今は

そういうことでやっております。 

○議 長 

(村上仁司君) 

 他に、何かございませんか。 

（発言なし。） 

無ければ、以上で農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集積計

画についての質疑を終わります。 

 本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 異議なしの声がありますので、原案のとおり決定をさせていただきます。 

 退席していた委員の入室 

 

 

○議 長 

(村上仁司君) 

◎日程第８ 議案第２号 下限面積（別段の面積）の設定について 

 

 日程第８、議案第２号を議題とします。 

下限面積（別段の面積）の設定について 事務局の説明を求めます。 

 局長、勝山君 

○局 長 

(勝山英敏君) 

（議案書の朗読：記載省略） 

 

○議 長 

(村上仁司君) 

説明が終わりました。 

 この件について、皆さんからご意見ご質問何かございませんか。 

（発言なし。） 

無ければ、以上で下限面積（別段の面積）の設定についての質疑を終わり

ます。 

 本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 異議なしの声がありますので、原案のとおり決定をさせていただきます。 
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○議 長 

(村上仁司君) 

 ◎日程第９ 議案第３号 今金町農地利用状況調査員設置要綱の制定に

ついて 

 

 日程第９、議案第３号を議題とします。 

今金町農地利用状況調査員設置要綱の制定について 事務局の説明を求

めます。 

  

 局長、勝山君 

○局 長 

(勝山英敏君) 

（議案書の朗読：記載省略） 

 

○議 長 

(村上仁司君) 

説明が終わりました。 

この件について、皆さんからご意見ご質問何かございませんか。 

○１ 番 

(伊藤良智君) 

いつ頃までに終わらせてくださいとかありますか。 

○局 長 

(勝山英敏君) 

１０月から１１月です。一昨年は１１月から１２月までで雪が降っていま

したが、実際に利用状況調査というのは農地利用の最適化という観点から実

際に耕作されているかという判断を地区内の土地を見ることになっていま

す。通常見渡しているところは、皆さん確認しているからいいんですが、少

し入り組んだところだとかという部分については、本当に耕作されているの

かを確認するための業務です。それを農業委員会の報酬とは別に、日額でも

って確認をしていただくと。確認していただいて、厳密的な耕作放棄地は、

また別な部分で出てくるのですが、そういった部分についてはその土地の所

有者に対して賃貸をする気があるのか、自分で作る気があるのか、売る気が

あるのかという意向調査をして、それらを解消しなさい、ということになっ

ております。今までもやっていたわけですが、中々全て見られないというの

が実態と、面積が小さいところについては、中々借り手が見つからず、見過

ごしがあった部分があるのは、否めない部分はありますが、もっと利用活出

来る土地であれば所有者に対して、地元の委員さんを初めとして、話でまと

まるならまとめていただいて結構ですし、それでなければ農業委員会からそ

ういう文書を出してやると、そういうことで使われていない土地を使っても

らうようにするというようなことの利用状況調査ということでございます。 

○議 長 

(村上仁司君) 

 他に、何かございませんか。 

（発言なし。） 

無ければ、以上で今金町農地利用状況調査員設置要綱の制定についての質

疑を終わります。 

 本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 異議なしの声がありますので、原案のとおり決定をさせていただきます。 
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○議 長 

(村上仁司君) 

 ◎日程第１０ 議案第４号 今金町農業委員会農地パトロール（利用状況

調査）実施要領の制定について 

 

 日程第１０、議案第４号を議題とします。 

今金町農業委員会農地パトロール（利用状況調査）実施要領の制定につい

て 事務局の説明を求めます。 

  

 局長、勝山君 

○局 長 

(勝山英敏君) 

（議案書の朗読：記載省略） 

 

○議 長 

(村上仁司君) 

説明が終わりました。 

 この件について、皆さんからご意見ご質問何かございませんか。 

（発言なし。） 

 

無ければ、以上で今金町農業委員会農地パトロール（利用状況調査）実施

要領の制定についての質疑を終わります。 

 本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 

異議なしの声がありますので、原案のとおり決定をさせていただきます。 

 

 

 

○議 長 

(村上仁司君) 

 ◎日程第１１ 議案第５号 今金町遊休農地等の利用意向調査等の手続

き規定の制定について 

 

 日程第１１、議案第５号を議題とします。 

今金町遊休農地等の利用意向調査等の手続き規定の制定について 事務

局の説明を求めます。 

  

 局長、勝山君 

○局 長 

(勝山英敏君) 

（議案書の朗読：記載省略） 

 

○議 長 

(村上仁司君) 

説明が終わりました。 

 この件について、皆さんからご意見ご質問何かございませんか。 

（発言なし。） 

無ければ、以上で今金町遊休農地等の利用意向調査等の手続き規定の制定

についての質疑を終わります。 

 本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

異議なしの声がありますので、原案のとおり決定をさせていただきます。 
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○議 長 

(村上仁司君) 

 ◎閉会の宣告 

 

 以上をもって、本日の議案全部の審議が終わりました。 

 これをもって、平成２９年第７回今金町農業委員会総会を閉会いたしま

す。 

閉 会  午後５時４３分 

 

 

本総会における会議の顛末を記して相違なきことを証するためにここに署名する。 

 

平成２９年７月２４日 

  

今金町農業委員会 会長            

 

                                                    署名委員 
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