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令和４年 第１回 置戸町農業委員会議事録 

 

１．開催日時  令和４年２月２５日 午後１時３０分 

 

２．開催場所  役場第一会議室 

 

３．出席委員（１３名） 

    １番 大槻 尚浩     ２番 廣中 和幸     ３番 井上 一味 

４番 佐藤 秀昭     ５番 小建 一彦     ６番 齊藤 貴浩     

７番 東海林 正幸    ８番 樋渡 秀晃     ９番 篠𠩤 正博    

１０番 松本 和彦    １１番 野里 光幸    １２番 有馬 和幸   

 １３番 溝井 雅幸 

    

 

４．欠席委員 無し         

     

 

５．議に付した事件 

議案第１号 農地法第４条の規定による許可申請について   

議案第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議案第３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 

          

          

      

６．職務のため出席した事務局職員の職氏名 

   事務局長   田中 耕太  事務局職員 片平 爽太 
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事務局長  定刻となりましたので、会長にごあいさつをいただいてから、開会いたしま

す。会長、よろしくお願いいたします。 

 

会  長  皆さん、ご苦労様です。今年も、コロナや世界情勢などで、原材料高騰等大変

な一年になりそうです。また近年は局地的な天候不順が多く発生していますが、

幸い本町は先日の全道的な大雪でも被害がなく、このまま順調に春を迎えて欲

しいと願っています。 

本日も熱心な審議をお願い申し上げ、私からの挨拶に替えたいと思います。 

 

会  長  それでは、ただいまより、令和４年第１回置戸町農業委員会議を開会いたし

ます。 

      本日の議事録署名委員は、２番 廣中和幸委員 ３番 井上一味委員を指名

します。 

      事務局長より、諸般の報告をさせます。 

 

事務局長  本日の提案議案は、議案第１号「農地法第４条の規定よる許可申請について」

から議案第３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」までの３件です。以上で諸般の報告を終わります。 

 

会  長  それでは議案第１号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題

としますので、議案の１ページをお開きください。 

     事務局より説明させます。 

 

事務局長  議案第１号「農地法第４条の規定による許可申請について」をご説明いたし

ます。 

      農地法第４条の規定による許可申請が下記のとおり提出がありましたので審

議を求める。提出年月日は本日付、農地転用の申請が１件です。 

１番    申請人は、置戸町字〇〇〇〇番地の〇〇 〇〇〇〇さんです。 

土地の所在は字〇〇〇〇番〇〇番地で、面積は４，４９８㎡です。申請理由は農

業用施設用地への転用で新規の申請となります。現地調査は令和４年２月１４

日有馬委員、樋渡委員で実施をいたしました。 

  場所については１１頁の第１図をお開きください。 

  （第１図、第１図詳細図にて概況説明） 

      １ページにお戻りください。  以上で、議案第１号の説明を終わります。 

 

会  長  事務局より、議案第１号について説明がありました。 
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これから質疑を行います。何か質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

会  長  質疑なしと認めます。それでは、原案のとおり可決することに賛成の委員は、

挙手をお願いします。 

      （挙手多数） 

 

会  長  賛成多数と認め、議案第１号は、原案のとおり可決いたしました。 

 

会  長  それでは次に、議案第２号「農地法第１８条第６項の規定による通知につい

て」を議題としますので、議案の２ページをお開きください。 

     事務局より説明させます。 

 

事務局長  議案第２号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」をご説明い

たします。 

      農地法第１８条第６項の規定による通知について、下記のとおり提出があり

ましたので審議を求める。提出年月日は本日付です。案件は１件で賃貸借契約

の合意解約です。 

１番    貸付人は、置戸町字〇〇〇〇番地の〇 〇〇〇〇さん、借受人は、置戸町字〇

〇〇〇番地の〇〇 〇〇〇〇さんです。 

      土地の所在は、字〇〇〇〇番地で、面積は、８８，６８９㎡です。 

       場所については、１３頁の第２図をお開きください。 

（第２図にて概要説明） 

       ２ページにお戻りください。 

以上で、議案第２号の説明を終わります。 

 

会  長  事務局より、議案第２号について説明がありました。 

これから質疑を行います。 

何か質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

会  長  質疑なしと認めます。それでは、原案のとおり可決することに賛成の委員は、

挙手をお願いします。 

      （挙手多数） 

 

会  長  賛成多数と認め、議案第２号は、原案のとおり可決いたしました。 
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会  長  次に、議案第３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」を議題としますので、議案の３ページをお開きく

ださい、事務局より説明させます。 

 

事務局長  議案第３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」をご説明いたします。 

      農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により決定を求められた下記の農用

地利用集積計画について審議を求める。 

      提出年月日は本日付です。案件は２５件です。 

１番    利用権の設定を受けるもの、買い手は置戸町字〇〇〇〇番地の〇〇〇〇 〇

〇〇〇さん、売り手は置戸町字〇〇〇〇番地の〇〇〇〇 〇〇〇〇さんです。 

      土地の所在は字秋田〇〇〇〇番地、面積は８８，６８９㎡で、利用権設定等の

種類は所有権で売買金額は２，５００，０００円 反当り２８，２００円です。

あっせん委員は、齊藤委員、東海林委員です。場所につきましては、２番説明

後に説明いたします。 

      

２番    利用権の設定を受けるもの、買い手は置戸町字〇〇〇〇番地の〇〇〇〇 〇

〇〇〇、売り手は置戸町字〇〇〇〇番地〇〇 〇〇〇〇さんです。 

      土地の所在は字〇〇〇〇番〇〇外４筆で面積合計は６８，９０９㎡で利用権

設定等の種類は所有権、売買金額は１，９２０，０００円で反当り２７，９０

０円です。あっせん委員は、齊藤委員、東海林委員です。場所につきましては、

１３ページ第２図をご覧下さい。 

     （第２図にて概況説明） 

     ３ページにお戻りください。 

 

３番    利用権の設定を受ける者、借り手は置戸町字〇〇〇〇番地の〇〇 〇〇〇〇

さんで、貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地の６ 〇〇〇〇さんです。土地の所在

は〇〇〇〇番地の1他1筆で面積合計は３４，６２３㎡、利用権設定等の種類は

５年間の賃貸借で金額は１４８，０００円、反当り４，３００円です、あっせん

委員は松本委員、小建委員です。議案３番、４番及び５番の場所につきましては

６番説明後に説明いたします。 

 

４番    利用権の設定を受ける者、借り手は置戸町字〇〇〇〇 〇〇〇〇さんで貸し

手は置戸町字〇〇〇〇番地の６ 〇〇〇〇さんです。土地の所在は〇〇〇〇番

地の２で面積は１４，１６８㎡、利用権設定等の種類は５年間の賃借権で金額
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は４４，１００円、反当り３，２００円です、あっせん委員は松本委員、小建委

員です。 

 

５番    利用権の設定を受ける者、借り手は置戸町字〇〇〇〇番地の７ 〇〇〇〇さ

んで貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地の６ 〇〇〇〇さんです。土地の所在は〇

〇〇〇番地の１他１筆で合計面積は１１，１７７㎡、利用権設定等の種類は５

年間の賃借権で金額は５１，４００円、反当り４，６００円です、あっせん委員

は松本委員、小建委員です。 

 

６番    利用権の設定を受ける者、借り手は置戸町字〇〇〇〇番地 〇〇〇〇さんで、

貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地の〇〇 〇〇〇〇さんです。土地の所在は〇〇

〇〇番地の１他６筆で合計面積は９７，１７１㎡、利用権設定等の種類は５年

間の賃借権で金額は３２８，０００円、反当り３，４００円です、あっせん委

員は松本委員、小建委員です。 

場所につきましては、１４ページ第３図をご覧下さい。 

     （第３図にて概況説明） 

     ３ページにお戻りください。 

 

７番    利用権の設定を受けるもの、買い手は置戸町字〇〇〇〇番地の９ 〇〇〇〇

さん、売り手は置戸町字〇〇〇〇番地１ 〇〇〇〇さんです。 

      土地の所在は字〇〇〇〇番５外１筆で面積合計は、４，８０７㎡で、利用権設

定等の種類は所有権、売買金額は２４０，０００円で反当り５０，０００円で

す。あっせん委員は、廣中委員、齊藤委員です。場所につきましては、１５ペ

ージ第４図をご覧下さい。 

     （第４図にて概況説明） 

     ４ページをお開きください。 

 

８番    利用権の設定を受けるもの、買い手は、置戸町字〇〇〇〇番地の４４ 〇〇

〇〇さん、売り手は、置戸町字〇〇〇〇番地の３ 〇〇〇〇さんです。 

      土地の所在は字〇〇〇〇番地８で面積は１４，９６４㎡で、利用権設定等の種

類は所有権、売買金額は１，２００，０００円で反当り８０，２００円です。あ

っせん委員は、齊藤委員、東海林委員です。場所につきましては、９番説明後に

説明いたします 

 

９番    利用権の設定を受けるもの、買い手は、置戸町字〇〇〇〇番地の３ 〇〇〇

〇さん、売り手は、置戸町字〇〇〇〇番地の４４ 〇〇〇〇さんです。 
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      土地の所在は字〇〇〇〇番地２他１筆で面積合計は９，５０９㎡、利用権設

定等の種類は所有権、売買金額は７００，０００円で反当り７３，６００円で

す。あっせん委員は、齊藤委員、東海林委員です。場所につきましては１６ペ

ージ第５図をご覧下さい。 

     （第５図にて概況説明） 

     ４ページにお戻りください。 

 

  議案３号の１０番から１０ページの２５番までは中間管理機構制度利用した

北海道農業公社との賃貸契約です。 

     １０番から１９番までは借り手が北海道農業公社、貸し手が農地所有者の賃貸

借設定、２０番から２５番までは転貸になり借り手が耕作者、貸し手が農業公

社となります。 

       

10番    利用権の設定を受ける者、借り手は、札幌市中央区北５条西６ 北海道農業

公社で貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地 〇〇〇〇さんです。土地の所在は〇〇

〇〇番地の１、面積は２９，６６０㎡、利用権設定等の種類は６年間の賃借権

で金額は４２３，０００円、反当り１４，２００円です、あっせん委員は溝井

委員、篠原委員、大槻委員です。 

１０番から２５番の場所につきましては２５番説明後に説明いたします。 

 

11番    利用権の設定を受ける者、借り手は、札幌市中央区北５条西６ 北海道農業

公社で貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地の１０４ 〇〇〇〇さんです。土地の所

在は〇〇〇〇番地の１他６筆で、面積合計は７３，１６２㎡、利用権設定等の

種類は６年間の賃借権で金額は７２７，０００円、反当り９，９００円です、

あっせん委員は溝井委員、篠原委員、大槻委員です。 

 

12番    利用権の設定を受ける者、借り手は、札幌市中央区北５条西６ 北海道農業

公社で貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地の６ 〇〇〇〇さんです。土地の所在は

中里〇〇〇〇の１他１３筆で、面積合計は２３９，８４８㎡、利用権設定等の

種類は６年間の賃借権で金額は５４８，０００円、反当り２，３００円です、

あっせん委員は溝井委員、篠原委員、大槻委員です。 

 

     ５ページをお開きください。 

 

13番    利用権の設定を受ける者、借り手は、札幌市中央区北５条西６ 北海道農業

公社で貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地の５ 〇〇〇〇さんです。土地の所在は
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〇〇〇〇番地の１他３３筆で、面積合計は２４８，２７２㎡、利用権設定等の

種類は６年間の賃借権で金額は６４１，０００円、反当り２，５００円です、

あっせん委員は溝井委員、篠原委員、大槻委員です。 

 

     ６ページをお開きください。 

 

14番    利用権の設定を受ける者、借り手は、札幌市中央区北５条西６ 北海道農業

公社で貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地の９ 〇〇〇〇さんです。土地の所在は

〇〇〇〇番地の１他５筆で、面積合計は６３，３８５㎡、利用権設定等の種類

は６年間の賃借権で金額は１８４，０００円、反当り２，９００円です、あっ

せん委員は篠原委員、大槻委員です。 

 

15番    利用権の設定を受ける者、借り手は、札幌市中央区北５条西６ 北海道農業

公社で貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地 〇〇〇〇さんです。土地の所在は〇〇

〇〇番地の２他１１筆で、面積合計は２０４，５３１㎡、利用権設定等の種類

は８年間の賃借権で金額は７７３，０００円、反当り３，８００円です、あっ

せん委員は溝井委員、篠原委員、大槻委員です。 

 

16番    利用権の設定を受ける者、借り手は、札幌市中央区北５条西６ 北海道農業

公社で貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地 〇〇〇〇さんです。土地の所在は〇〇

〇〇番地の１他２筆で、面積合計は４６，９９７㎡、利用権設定等の種類は９

年間の賃借権で金額は４００，０００円、反当り８，５００円です、あっせん

委員は溝井委員、篠原委員、大槻委員です。 

 

17番    利用権の設定を受ける者、借り手は、札幌市中央区北５条西６ 北海道農業

公社で貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地５ 〇〇〇〇さんです。土地の所在は〇

〇〇〇番地の１他８筆で、面積合計は１２６，６００㎡、利用権設定等の種類

は９年間の賃借権で金額は９７０，０００円、反当り７，６００円です、あっ

せん委員は溝井委員、篠原委員、大槻委員です。 

 

７ページをお開きください。 

 

18番    利用権の設定を受ける者、借り手は、札幌市中央区北５条西６ 北 

海道農業公社で貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地５ 〇〇〇〇さんです。土地の

所在は〇〇〇〇番地の１他５筆で、面積合計は５０，９９７㎡、利用権設定等

の種類は９年間の賃借権で金額は２８０，０００円、反当り５，５００円です、
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あっせん委員は溝井委員、篠原委員、大槻委員です。 

 

19番    利用権の設定を受ける者、借り手は、札幌市中央区北５条西６ 北海道農業

公社で貸し手は置戸町字〇〇〇〇番地２ 〇〇〇〇さんです。土地の所在は〇

〇〇〇番地の１他２２筆で、面積合計は４５４，０４５㎡、利用権設定等の種

類は９年間の賃借権で金額は１，１６４，０００円、反当り２，６００円です、

あっせん委員は溝井委員、篠原委員、大槻委員です。 

 

     ７・８ページになります。 

 

20番    利用権の設定を受ける者、借り手は、置戸町字〇〇〇〇番地１ 〇〇〇〇で

貸し手は札幌市北５条西６ 北海道農業公社です。土地の所在は〇〇〇〇番地

の１他６１筆で、面積合計は６５４，３２７㎡、利用権設定等の種類は６年間

の賃借権で金額は２，５２３，０００円、反当り３，８５０円です、あっせん

委員は篠原委員、大槻委員です。 

 

      ９ページをお開きください。 

 

21番    利用権の設定を受ける者、借り手は、置戸町字〇〇〇〇番地１ 〇〇〇〇で

貸し手は札幌市北５条西６ 北海道農業公社です。土地の所在は〇〇〇〇番地

の２他１１筆で、面積合計は２０４，５３１㎡、利用権設定等の種類は８年間

の賃借権で金額は７７３，０００円、反当り３，７８０円です、あっせん委員

は篠原委員、大槻委員です。 

 

22番    利用権の設定を受ける者、借り手は、置戸町字〇〇〇〇番地１ 〇〇〇〇で

貸し手は札幌市北５条西６ 北海道農業公社です。土地の所在は〇〇〇〇番地

の１他１４筆で、面積合計は１７７，５９７㎡、利用権設定等の種類は９年間

の賃借権で金額は１，２５０，０００円、反当り７，０４０円です、あっせん

委員は篠原委員、大槻委員です。 

 

23番    利用権の設定を受ける者、借り手は、置戸町字〇〇〇〇番地２ 〇〇〇〇さ

んで貸し手は札幌市北５条西６ 北海道農業公社です。土地の所在は〇〇〇〇

番地の１他２筆で、面積合計は４６，９９７㎡、利用権設定等の種類は９年間

の賃借権で金額は４００，０００円、反当り８，５００円です、あっせん委員

は溝井委員、大槻委員です。 
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      １０ページをお開きください。 

 

24番    利用権の設定を受ける者、借り手は、置戸町字〇〇〇〇番地２ 〇〇〇〇さ

んで貸し手は札幌市北５条西６ 北海道農業公社です。土地の所在は〇〇〇〇

番地の7他９筆で、面積合計は１９５，７８０㎡、利用権設定等の種類は９年間

の賃借権で金額は５００，０００円、反当り２，６００円です、あっせん委員

は溝井委員、篠原委員、大槻委員です。 

 

25番    利用権の設定を受ける者、借り手は、置戸町字〇〇〇〇番地１１ 〇〇〇〇

で貸し手は札幌市北５条西６ 北海道農業公社です。土地の所在は〇〇〇〇番

地の１他１２筆で、面積合計は２５８，２６５㎡、利用権設定等の種類は９年

間の賃借権で金額は６６４，０００円、反当り２，６００円です、あっせん委

員は溝井委員、篠原委員、大槻委員です。 

 

      です。場所につきましては、１７ページ第６図をご覧下さい。 

     （第６図から第９図にて概況説明） 

  以上で、議案第３号の説明を終わります。 

       

会  長  ただいま事務局より、議案第３号について説明がありました。 

この議案３号１番、２番、８番及び９番は私に対する利用権設定の案件ですの

で、議長を会長職務代理者の６番斉藤委員にお願いを致します。 

 

 （６番斉藤委員議長登壇） 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは議事を進行します。 

      〇〇〇〇番、〇〇〇〇委員の退席を命じます。  

 （〇〇〇〇委員退席） 

 

      これから議案第３号１番、８番及び９番について質疑を 

行います。 

何か質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

原案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

      （挙手多数） 
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議  長  賛成多数と認め、議案第３号１番、８番及び９番につきましては、原案のとお

り可決いたしました。 

 

議  長  続いて議案第３号２番について質疑を行います 

      〇〇〇番、〇〇〇〇委員の退席を命じます（〇〇〇〇委員退席） 

      何か質疑はありませんか。 

 

議  長  質疑なしと認めます。 

      それでは、議案３号２番について、原案のとおり可決することに賛成の委員

は挙手をお願いします。 

      （賛成多数） 

 

議  長  賛成多数と認め、議案第３号２番について原案のとおり可決いたしました。 

       

      〇〇〇番 〇〇〇〇委員 、〇〇〇〇番 〇〇〇〇委員の復席を許可します。 

 

                    （〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員復席） 

      それでは、議長を交替します。 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

      （斉藤委員降壇） （〇〇〇〇登壇） 

 

会  長  齊藤議長、ありがとうございました。 

 

会  長  これから議案第３号３番から６番、１０番から１９番及び２４番について質

疑を行います。 

何か質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

会  長  質疑なしと認めます。 

それでは、議案第３号３番から６番、１０番から１９番及び２４番について原

案のとおり可決することに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

      （挙手多数） 

 

会  長  賛成多数と認め、議案第３号３番から６番、１０番から１９番及び２４番に

ついては、原案のとおり可決いたしました。 
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会  長  続いて議案第３号７番について質疑を行います。 

      〇〇番 〇〇〇〇委員の退席を命じます（〇〇〇委員退席） 

      何か質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

会  長  質疑なしと認めます。 

それでは、議案第３号７番について原案のとおり可決することに賛成の委員

は、挙手をお願いします。 

      （挙手多数） 

 

会  長  賛成多数と認め、議案第３号７番についは、原案のとおり可決いたしました。 

      〇〇〇〇番 〇〇〇〇委員の復席を許可します。（〇〇〇〇委員復席） 

       

会  長  次に、議案第３号２０番、２１番及び２２番について審議を行います。 

 

会  長  〇〇〇〇番 〇〇〇〇委員の退席を命じます（〇〇〇〇委員退席） 

      何か質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

会  長  質疑なしと認めます。 

それでは、議案第３号２０番、２１番及び２２番について原案のとおり可決す

ることに賛成の委員は、挙手をお願いします。 

      （挙手多数） 

 

会  長  賛成多数と認め、議案第３号２０番、２１番及び２２番についは、原案のとお

り可決いたしました。 

      〇〇〇〇番 〇〇〇〇委員の復席を許可します（〇〇〇〇委員復席） 

 

会  長  次に、議案第３番２３番について審議を行います。 

 

会  長  〇〇番 〇〇〇委員の退席を命じます（〇〇〇委員退席） 

   

      何か質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

会  長  質疑なしと認めます。 
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それでは、議案第３号２３番について原案のとおり可決することに賛成の委

員は、挙手をお願いします。 

      （挙手多数） 

 

会  長  賛成多数と認め、議案第３号２３番についは、原案のとおり可決いたしまし

た。 

      〇〇番 〇〇委員の復席を許可します（〇〇委員復席） 

 

会  長  次に、議案第３番２５番について審議を行います。 

 

会  長  〇〇番 〇〇〇委員の退席を命じます（〇〇〇委員退席） 

   

      何か質疑はありませんか。 

（なしの声あり） 

 

会  長  質疑なしと認めます。 

それでは、議案第３号２５番について原案のとおり可決することに賛成の委

員は、挙手をお願いします。 

      （挙手多数） 

 

会  長  賛成多数と認め、議案第３号２５番についは、原案のとおり可決いたしまし

た。 

     

      〇〇番 〇〇〇委員の復席を許可します（〇〇〇〇委員復席） 

 

      以上で、本日の議案の審議は全て終了しました。 

これで令和４年第１回農業委員会議を閉会いたします。 

 

 


