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令和４年４月２５日 第２２回浦幌町農業委員会総会を浦幌町役場大会議室にて招集 

 

開会 午後２時３０分 

閉会 午後３時３２分 

 

１ 出席委員 

１番 広 瀬 雅 彦  ２番 松 村 竜 幸  ３番 山 本   盛 

４番 伊 藤 光 一  ５番 小野木   淳  ６番 石 塚 健 一 

７番 福 田 和 己  ８番 大 坂   有  10番 髙 木 政 志 

11番 木 南 和 徳  12番 石 森 正 浩  13番 小 川 博 幸 

 

２ 欠席委員 

    ９番 山 村 幹 次 

 

３ 議事に参与するもの 

事務局長 坂 下 利 行 

農地係長 河 上   彰 

主  事 西 山 翔汰朗 

 

産業課 

産業課長 小 川 博 也 

課長補佐 川 原 祥 伸 

 

○議事日程 

日程第 １ 会期の決定について 

日程第 ２ 議事録署名委員の指名について 

日程第 ３ 諸般の報告について 

日程第 ４ 議案第１号 下限面積（別段の面積）の設定について 

日程第 ５ 議案第２号 農地法第３条第 1項の規定による許可申請について 

日程第 ６ 議案第３号 農地所有適格法人要件の確認について 

日程第 ７ 議案第４号 令和４年度農業委員会活動方針の策定について 

日程第 ８ 議案第５号 令和３年度農業委員会活動目標の達成に向けた活動の点検・評価

（案）及び令和４年度農業委員会活動目標（案）について 

日程第 ９ 議案第６号 農業振興地域の整備に関する法律第１３条第１項に基づく農業振興

地域整備計画変更に係る意見書の提出について 

 

 

  



- 2 - 

 

４ 議事内容  午後２時３０分 開会 

 

○坂下事務局長 これより総会に入ってまいりますが、総会の議事につきましては、農業委員会

会議規則第４条の規定により、総会の議長は会長が務めることになっておりますので、これから

の議事進行につきましては小川会長にお願いいたします。 

 

●開会の宣告 

○小川議長 本日は、議席番号９番山村委員さんが所用のため欠席をしておりますのでご報告を

させていただきます。ただ今の出席委員は１２名です。定足数に達しておりますので、ただ今か

ら第２２回浦幌町農業委員会総会を開会いたします。これより議事に入ります。 

 

●日程第１ 会期の決定について 

○小川議長 日程第１、「会期の決定について」を議題といたします。お諮りをいたします。本総

会の会期は、本日１日にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○小川議長 異議なしと認めます。よって本総会の会期は、本日１日と決定をいたしました。 

 

●日程第２ 議事録署名委員の指名について 

○小川議長 日程第２、「議事録署名委員の指名について」は、農業委員会会議規則第１２条第２

項の規定により、議席番号７番福田委員、８番大坂委員を指名いたしますのでよろしくお願をい

たします。 

 

●日程第３ 諸般の報告について 

○小川議長 日程第３、「諸般の報告」について、事務局長より報告をお願いいたします。 

○坂下事務局長 諸般の報告、朗読説明。 

○小川議長 報告が終わりました。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

 

●日程第４ 議案第１号 下限面積（別段の面積）の設定について 

○小川議長 日程第４、議案第１号「下限面積（別段の面積）の設定について」を議題といたし

ます。事務局より説明をお願いいたします。 

○河上係長 議案書２ページをご覧願います。議案第１号。下限面積（別段の面積）の設定につ

いて。農地法第３条第２項第５号に定める下限面積（別段の面積）について、次のとおり決定す

る。令和４年４月２５日提出。浦幌町農業委員会会長。 

記、下限面積（別段の面積）２ヘクタール（変更なし）。農地法第３条に規定する下限面積の設

定については、下限面積２ヘクタール以下で面積を設定した場合は別段面積となり、農地法施行

規則第１７条に以下の別段面積の基準が定められております。別段の面積を定める基準は、農地

法施行規則第１７条で、１．下限面積を下回る農家が全体の４０％を超えないこと。２．耕作放
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棄地が相当数存在すること。３．下限面積未満の農家数が増加しても、農地又は採草放牧地の農

業上の効率的かつ総合的な利用確保に支障が生じる場合があること。以上の３点に該当する場合

は別段の面積を定めることができることとなっておりますが、本町の農業経営の状況から勘案し

ても下限面積の変更の必要性は生じていないと判断し、下限面積を農地法第３条第２項第５号の

規定に定める２ヘクタールのままとする内容であります。以上、ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○小川議長 ただ今説明が終わりました。質疑はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○小川議長 よろしいですか。それでは、議案第１号を採決いたします。本案を原案とおり決定

することに賛成の方は、挙手願います。 

（全員挙手） 

○小川議長 はい、ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第１号は原案とおり決定い

たしました。 

 

●日程第５ 議案第２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

○小川議長 日程第５、議案第２号「農地法第３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。事務局より説明をお願いいたします。 

○河上係長 議案書４ページをご覧願います。議案第２号。農地法第３条第１項の規定による許

可申請について。このことについて、下記の者より申請があったので審議されたい。令和４年４

月２５日提出。浦幌町農業委員会会長。 

申請があったのは、下記の売買案件１件でございます。番号１番。譲渡人は、幸町に住所を有

する方。譲受人は、万年に住所を有する方です。土地の表示は、記載のとおりであります。地目

は、現況畑。面積は、１７，２１６平方メートルです。契約の種類は、売買。価格及び経営の内容

は、記載のとおりであります。権利の設定の理由としましては、譲渡人は、農地の有効利用のた

め。譲受人は、経営の規模拡大のためであります。本件につきましては、農地法第３条第２項の

全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域との調和要件などの不許可条項に

該当しておらず、許可要件の全てを満たしていると考えております。 

議案書５ページに３条番号１番の位置図を添付しておりますのでご覧いただき、ご確認のほど

よろしくお願いいたします。 

なお、本件に係る現地調査結果について、地区担当委員の山村委員より４月２３日に事前報告

をいただいておりますので、私の方から報告内容を申し上げます。 

現地調査結果報告。番号１番については、経営規模拡大のため売買する内容であり、４月１９

日に現地を確認したところ、農地法第３条第２項の許可をしない要件に該当しておらず、許可の

要件はすべて満たしていることを報告する。 

説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○小川議長 ただ今、事務局から説明、山村委員の代わりに現地調査結果並びに補足説明に関し

て報告がありました。質疑等、ご意見はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○小川議長 それでは議案第２号を採決します。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は



- 4 - 

挙手願います。 

（挙手全員） 

○小川議長 はい、ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第２号は原案のとおり決定

をいたしました。 

 

●日程第６ 議案第３号 農地所有適格法人要件の確認について 

○小川議長 日程第６、議案第３号「農地所有適格法人要件の確認について」を議題といたしま

す。初めに、番号１番から８番を審議いたします。事務局より説明をお願いいたします。 

○西山主事 議案書６ページをご覧願います。議案第３号。農地所有適格法人要件の確認につい

て。農地法第６条及び農地法施行規則第５８条の規定により提出のあった農地所有適格法人報告

書により、農地所有適格法人の確認要件について審議されたい。令和４年４月２５日提出。浦幌

町農業委員会会長。 

農地所有適格法人は、農地法第６条第１項で毎事業年度終了日、いわゆる決算の日から３ヵ月

以内に、農地等の所在地を管轄する農業委員会へ、事業状況等の報告をすることが義務付けられ

ており、農業委員会は、その法人が農地法上の要件を欠いていないか、また欠くおそれがないか

について、この報告によって確認することになっています。ただ今審議いただきます農地法第６

条の規定に基づく農地所有適格法人の定期報告は、番号１番から８番の８件で、法人名、代表者、

所在地、事業年度については議案に記載のとおりです。確認要件につきましては、議案書８ペー

ジに説明資料がございますので、この資料に沿って説明させていただきます。 

農地所有適格法人の確認要件には、会社法又は農業協同組合法に基づく法人でなければならな

いという法人形態要件。主たる事業が農業であるという事業要件。株式会社の場合は、議決権の

合計(株式)の過半を、持分会社の場合は社員の過半を、次に掲げる者が占めていなければならな

いという構成員要件。法人の常時従事者たる構成員が理事等の過半を占めており、役員又は重要

な使用人のうち１人以上がその法人の行う農業に必要な農作業に年間６０日以上従事していなけ

ればならないという役員要件。以上の４要件があります。この４要件につき、別添の第２２回農

業委員会総会議案説明資料１ページから１６ページに掲載しております農地所有適格法人要件確

認書により審査を行いましたところ、番号１番から８番の法人につきましては、要件を満たして

おりますので、適と判断するものです。以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

○小川議長 説明が終わりました。質疑、意見はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○小川議長 よろしいですか。それでは議案第３号番号１番から８番を採決いたします。本案を

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手全員） 

○小川議長 はい、ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第３号番号１番から８番は、

原案のとおり決定をいたしました。 

 次に、番号９番について審議いたしますが、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定

による議事参与の制限により、議席番号８番大坂委員の退席を求めます。審議終了後に入室、着

席していただきます。ここで暫時休憩をいたします。 

（大坂委員退席） 
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○小川議長 休憩を解き会議を開きます。事務局より説明をお願いいたします。 

○西山主事 議案書７ページをご覧願います。ただ今審議いただきます農地法第６条の規定に基

づく農地所有適格法人の定期報告は番号９番の１件で、法人名、代表者、所在地、事業年度につ

いては議案に記載のとおりです。確認要件につきましては、別添の第２２回農業委員会総会議案

説明資料１７ページから１８ページに掲載しております農地所有適格法人要件確認書により審査

を行いましたところ、法人形態要件、事業要件、構成員要件、役員要件の４要件のいずれも満た

しておりますので、適と判断するものです。以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

○小川議長 説明が終わりました。質疑、意見はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○小川議長 よろしいですか。それでは議案第３号の番号９番を採決いたします。本案を原案の

とおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手全員） 

○小川議長 はい、ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第３号番号９番は、原案の

とおり決定をいたしました。 

ここで議席番号８番大坂委員の退席を解きます。暫時休憩いたします。 

（大坂委員着席） 

○小川議長 休憩を解き会議を開きます。事務局長よりただ今の議決結果について、報告をして

ください。 

○坂下事務局長 議案第３号番号９番につきましては、原案のとおり決定いたしましたので、ご

報告申し上げます。以上でございます。 

 

●日程第７ 議案第４号 令和４年度農業委員会活動方針の策定について 

○小川議長 日程第７、議案第４号「令和４年度農業委員会活動方針の策定について」を議題と

いたします。事務局より説明をお願いいたします。 

○河上係長 議案書１０ページをご覧願います。議案第４号。令和４年度農業委員会活動方針の

策定について。このことについて、別紙のとおり活動方針を策定することについて審議されたい。

令和４年４月２５日提出。浦幌町農業委員会会長。 

議案書１１ページをご覧願います。令和４年度浦幌町農業委員会活動方針案。１．活動目標。

農業委員会は、全国統一組織理念である かけがえのない農地と担い手を守り、力強い農業をつく

る かけ橋 を尊重し、全農業委員が一体となって地域農業及び農業者の利益代表機関である行政

委員会として、高齢化、国際化、生産環境の保全等、今日的農業情勢に対応していく組織活動の

強化と資質の研鑽に努めるとともに、活力のある農業振興の推進に取り組む。２．重点方針。（１）

認定農業者など、意欲と能力のある担い手の育成及び創意工夫を活かす経営政策の確立支援。（２）

農地を守り経営視点に立った利用集積の促進。（３）農業者、地域の声の農政への反映。（４）農

業委員会活動の強化及び組織改革に向けた取り組み。３．活動方針。（１）農地の有効利用の推進。

（２）農地の利用集積・集約化の推進。（３）法定所掌事務の実施。（４）地域農業振興対策の推

進。（５）担い手育成対策の推進。議案書１３ページをご覧願います。（６）農業者年金対策の推

進。（７）情報活動の推進。４．委員会体制の整備充実。（１）農業委員会総会の開催。（２）農地

台帳等の整備。（３）農業委員、職員の資質向上。以上が活動目標、重点方針、活動方針、委員会
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体制の整備充実の項目となります。基本的に昨年度と同内容としておりますが、議案書１２ペー

ジ上段（２）の②について、前年は ②人・農地プランに基づく農地集積の推進 と題しまして、

関係機関等と連携し、担い手への農地の集積を推進する としておりましたが、人・農地プランの

法定化により、農業委員会にプラン作成の協力を求められる見通しであることから文言を変更し

ております。以上、ご提案いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○小川議長 ただ今説明が終わりました。質疑、意見はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○小川議長 よろしいですか。それでは議案第４号を採決いたします。本案を原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○小川議長 はい、ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第４号は原案のとおり決定

をいたしました。 

 

●日程第８ 議案第５号 令和３年度農業委員会活動目標の達成に向けた活動 

の点検・評価（案）及び令和４年度農業委員会活動の 

目標（案）について 

○小川議長 日程第８、議案第５号「令和３年度農業委員会活動目標の達成に向けた活動の点検・

評価（案）及び令和４年度農業委員会活動目標（案）について」を議題といたします。事務局より

説明をお願いいたします。 

○河上係長 議案書１４ページをご覧願います。議案第５号。令和３年度農業委員会活動目標の

達成に向けた活動の点検・評価（案）及び令和４年度農業委員会活動目標（案）について。令和４

年４月２５日提出。浦幌町農業委員会会長。 

昨年４月開催の第１０回総会において決定した、令和３年度の農業委員会活動目標と実現に向

けた計画に係る目標達成に向けた活動の点検・評価（案）及び令和４年度最適化活動の目標の設

定等（案）について、別紙のとおり作成しましたのでご提案いたします。 

議案書１５ページをお開きください。はじめに、令和３年度の目標及びその達成に向けた活動

の点検・評価（案）でございます。時計文字Ⅰ、農業委員会の状況につきましては、計画から変更

がございません。時計文字Ⅱ、担い手への農地の利用集積・集約化についてですが、令和３年３

月末時点で、浦幌町の農地面積は、１１，３００ヘクタールで、この内９，７３０．９ヘクタール

が集積され、集積率は８６．１１パーセントでありましたが、令和３年度の集積実績としまして

は、集積目標９，７３０．９ヘクタールに対しまして９，６６７．９ヘクタールが集積され、 

９９．３５パーセントの達成状況でありました。なお、集積面積については基本的に認定農業者

等が耕作している農地の面積としているため、集計のタイミングで認定の更新時期を迎える方や、

法人化されたが認定を受けていらっしゃらない方などは集計から外れることがございます。その

ため、集計から漏れた結果、数値上で集積面積は減っておりますが、実際には集計が終わった後

に認定農業者の更新をされたり、新たに認定の申請をされ認定を受けなどしておりますので実質

的な集積面積については前年から変わりはございません。また、活動実績としましては、農地相

談の実施、農用地利用調整会議、権利者調整委員会の開催を必要に応じて実施してきましたので、

評価の案は、目標に対する評価の案及び活動に対する評価の案ともに適正としております。 
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議案書１７ページをお開きください。時計文字Ⅲ、新たに農業経営を営もうとする者の参入促

進につきましては、過去３年間では１つの法人と１人の新規就農者が新規参入されておりますが、

令和３年度の新規参入者は無く、参入目標１経営体に対しまして０パーセントの達成状況であり

ました。活動実績としましては、新規就農希望者からの農地の権利取得に関する相談を受け付け、

今後の就農開始までの手続やスケジュール等について確認をした。活動に対する評価の案は、新

たに農業経営を営もうとする青年等を育成・確保していくためにも、就農相談から就農、経営定

着の段階まできめ細やかに支援していく必要があるとしております。 

時計文字Ⅳ、遊休農地に関する措置に関する評価につきましては、令和３年３月末現在の遊休

農地は０ヘクタールで、令和３年度においても新たに遊休農地は発生しておりませんので実績も

０ヘクタールとしております。農地の利用状況調査につきましては、いわゆる農地パトロールを

８月中旬から下旬にかけて３地区に分けて農業委員のほか事務局及び町産業課の職員により実施

し、遊休農地への指導件数はありませんでした。活動実績としましては、農地利用状況調査を実

施したが遊休農地は見受けられなかったことから、活動に対する評価の案は、遊休農地の未然防

止が図られたとしております。 

議案書１９ページをお開きください。時計文字Ⅴ、違反転用への適正な対応についてですが、

令和３年３月現在違反転用面積は０ヘクタールで、令和３年度中においても新たな違反転用は発

生しておりません。活動実績としましては、８月に農地パトロール月間を設定し地区ごとによる

農地パトロール及び啓発活動・監視活動を実施しました。活動に対する評価の案は、地区ごとに

よる農地パトロールの実施及び啓発活動・監視活動の実施により、違反転用を未然に防止できた

としております。時計文字Ⅵ、農地法等によりその権限に属された事務に関する点検であります

が、令和３年度１年間の農地法第３条に基づく許可事務の処理件数は５７件ですべて許可として

おり、また、農地転用に関する事務の処理件数は５件でありました。実施状況につきましては、

記載のとおりとなっておりまして、是正措置はございません。 

議案書２１ページをお開きください。３、農地所有適格法人からの報告への対応につきまして

は、報告書提出農地所有適格法人３４法人のうち６法人に督促を出しましたが、すべての法人か

ら報告書が提出されております。４、情報の提供等につきましては、記載のとおりとなっており

まして、是正措置はございません。時計文字Ⅶ、地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内

容につきましては、現在空白となっておりますが、本日、この令和３年度の目標及びその達成に

向けた活動の点検・評価（案）を承認いただいた後、３０日間ほど町ホームページに掲載しまし

て点検・評価（案）に対する町内の農業者の皆様のご意見を伺い、ご意見があれば、意見等を追

加し、なければ、意見 無 と記載いたします。時計文字Ⅷ、事務の実施状況の公表等につきま

しては、記載のとおりであります。以上が令和３年度の目標及びその達成に向けた活動点検・

評価（案）でございます。 

続きまして議案書２３ページをお開きください。令和４年度の最適化活動の目標の設定等

（案）でございます。こちらにつきましては、昨年度までは目標及びその達成に向けた活動

計画として提案していたものですが、今年の２月に農林水産省から発出された通知により、

活動目標を設定する項目や内容に一部変更があったため、前年までと様式が異なっておりま

す。また、作成した目標については、一般社団法人北海道農業会議に送付するよう取扱いが

変更されており、農業会議が確認した結果、目標が適正であると認められた場合は、北海道、
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浦幌町、北海道農業公社帯広支所に対しても、この目標を送付することとなっております。 

それでは、内容について御説明いたします。時計文字Ⅰ、農業委員会の状況についてです。

記載する項目に変更はありません。内容については、２０２０農林業センサス等に基づいた

数値により記載しております。時計文字Ⅱ、最適化活動の目標について。１、最適化活動の

成果目標、(１)農地の集積についてです。記載する項目に変更はありません。内容について

は、管内の農地面積１１，３００ヘクタールに対し農地集積面積が９，６６７ヘクタールで、

集積率は８５．５パーセントとなっており、これ以上の集積は見込めないことから、現状維

持の集積率８５．５パーセントを目標としております。(２)遊休農地の解消についてです。

遊休農地の区分ごとに記載するよう変更されております。内容については、現在の遊休農地

はゼロであり、引き続き遊休農地発生ゼロの目標を達成するため、農地パトロール等を実施

することとしております。 

議案書２５ページをお開きください。(３)新規参入の促進についてです。②の目標におい

て、所有者から 新規参入者へ貸付などをしても良い と同意を受けた農地の目標面積を定め

るように変更されました。なお、目標面積については、平成２８年度から平成３０年度まで

の間、農業経営基盤強化促進法で権利を移動した面積平均の１割以上とされていることから、

そのように算出をしています。その他の内容については、記載のとおりです。なお、同意の

あった農地の情報を公表することとされておりますが、その方法等については今のところ指

示・指導等はありませんので、今後の動向を見ながら対応する予定であります。２の(１)推

進委員等が最適化活動を行う日数目標です。活動日数については、日々の圃場確認や農地の

相談等を受ける日数等を考慮しまして、１月当たり６日としております。(２)活動強化月間

の設定目標です。こちらは延べ３月以上の強化月間を設定するよう変更されたものですが、

例年同様に８月から１１月までの間、農地パトロール及び権利者間の調整などを実施するこ

ととし、延べ４月の活動強化月間を設定しています。最後に(３)新規参入相談会への参加目

標です。こちらは新たに新設された項目で、令和４年度中に農業委員のうち１人以上が都道

府県や市町村の実施する新規参入者向けの相談会に１回以上参加することとされております。

こうした相談会につきましては、北海道内で言いますと「新規就農フェア」というものが開

催されておりますが、まずは町内での活動を目標としたいと考えております。よって、相談

会の内容については、今現在、町産業課職員と農業委員会事務局職員で受け付けております

新規就農相談におきまして、営農をするにあたっての留意事項、具体的に言いますと実際の

農作業等に関することや地域の特性、取得予定の畑の反収や状況等について、担当地区の委

員さんに電話や同席いただくことにより一緒に相談を受けていただくことを目標としまして、

参加回数については１回、開催時期は随時と目標設定をしております。なお、補足して申し

上げますと、昨年度中に新規就農の相談をされた方の中には、今年か来年には経営を始めた

いというお話しをされた方もおり、今年度中にこうした方々から相談を受ける可能性が高い

ことから目標回数は達成できるものと考えております。以上、ご審議のほどよろしくお願い

します。 

○小川議長 説明が終わりました。質疑、意見はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○小川議長 よろしいですか。それでは議案第５号を採決いたします。本案を提案のとおり決定
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することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○小川議長 はい、ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第５号については提案のと

おり決定をいたしました。 

 次に、日程第９、議案第６号の審議でありますが、審議にあたり説明員の入室を認めておりま

すので入室のため、ここで暫時休憩をいたします。 

（小川産業課長、川原課長補佐 入室） 

 

●日程第９ 議案第６号 農業振興地域の整備に関する法律第１３条第１項に 

基づく農業振興地域整備計画変更に係る意見書の提 

出について 

○小川議長 それでは、休憩を解き会議を開きます。 

日程第９、議案第６号「農業振興地域の整備に関する法律第１３条第１項に基づく農業振興地

域整備計画変更に係る意見書の提出について」を議題とします。事務局より説明をお願いいたし

ます。 

○河上係長 議案書２６ページをご覧願います。議案第６号。農業振興地域の整備に関する法律

第１３条第１項に基づく農業振興地域整備計画変更に係る意見書の提出について。このことにつ

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の規定により、浦幌町長から意見書

の提出依頼があったので審議されたい。令和４年４月２５日提出。浦幌町農業委員会会長。 

議案書２７ページをご覧願います。こちらは、浦幌町長からの依頼文書の写しでございます。

今回、計画変更をする理由については、本文２行目に記載しておりますとおり農業振興地域の整

備に関する法律第１２条の２第１項に基づく基礎調査を行った結果、法第１３条第１項に規定す

る計画の変更が必要となったためであります。また、計画の変更にあたっては、同法施行規則第

３条の２において、町長は計画を変更するときは、農業委員会の意見を聴くものとする。 とある

ことから、本件意見書の提出を求められているものであります。 

議案書２６ページにお戻り願います。下段の１、変更の内容につきましては、別添の農業振興

地域整備計画変更案の概要及び浦幌町農業振興地域整備計画書(案)のとおりであり、この後、町

産業課より、産業課長の小川、産業課長補佐の川原より説明をいただく形になっております。こ

の説明の内容を確認いただきました上で、適当であるとのご判断をいただけましたら、２、農業

委員会の意見にありますとおり「意見を求められた農業振興地域整備計画(案)は、農業振興を図

るべき地域を新たに農用地区域に編入している。また、農用地以外の用途変更に対しては、農用

地利用計画変更要件の判断基準からみても適正に変更しているものと認める。」ものとして、意見

書を発行いたします。事務局からは、以上でございます。 

○小川議長 それでは、変更内容について産業課職員より説明をお願いいたします。 

○川原産業課長補佐 産業課農業振興係の川原と言います。今日はどうぞよろしくお願いいたし

ます。それでは議案第６号の説明資料をご覧いただきましてそちらの方の概要ということで、農

業振興地域整備計画変更案の概要についてということにございます。こちらの計画の趣旨といた

しまして、本町の農業振興地域整備計画につきましては、昭和４６年計画を樹立いたしまして、

北海道の認可を受けておりますが、昭和５２年、昭和５９年、昭和６３年、平成１０年という年
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度で計画の見直しを行っておりましたが、平成１０年度以降におきましては、経済事情の変動な

どによる随時の見直しのみ行っているような状況にございました。この度、農業振興地域をデー

タ管理するために農業振興地域整備計画管理システムを導入するにあたりまして、基礎調査等を

行いまして現況の現況地目等を精査させていただいて農地の編入、用途変更、農用地区域からの

除外を行いまして全体の見直をするということになりました。 

２のところで、今回の見直しに係る変更面積の一覧をご提示させていただきました。まず、表の

方をご覧いただきまして、平成１０年度現況面積という形でこれが当時１０年度において見直し

を行った時の面積でございますが、農用地ということで、この時は農地と採草放牧地合わせた形

での表示でございましたが、１２，２０１ヘクタール、それから混牧林地が１０２ヘクタール、

農業用施設用地が２０１ヘクタール、山林原野が２０，１２６ヘクタール、非農用地５，１７８

ヘクタール、合計３７，８０８ヘクタールが農業振興地域のエリアという形で計画を策定してお

りました。今回、見直しを行うにあたりまして、現況面積を地番図等で再度計算をしまして面積

が２段目の現況面積ということになりまして、まず、農用地としまして畑が１０，６８７.５１ヘ

クタール、採草放牧地が３５９.６１ヘクタール、計１１，０４７.１２ヘクタールが農用地とな

っておりました。混牧林地が１０４．２５ヘクタール、農業施設用地が２０９.０９ヘクタール、

山林原野につきましては１２，４９４.０５ヘクタール、非農用地といたしまして１２，１２７.

２９ヘクタール、合計３５，９８１.８０ヘクタールが今回の見直しのベースとなる農業振興地域

の面積となりました。こちらの方をベースといたしまして、計画面積ということで今回現況地目

等を精査させていただいたものが下の変更面積、編入、用途変更、除外ということになっており

ます。まず、表の下の方にそれぞれ編入と用途変更、除外についての内訳を記載させていただい

ております。編入におきましてはトータルで３０７.９８ヘクタール、農用地の編入をさせていた

だきたいというふうに考えております。内訳といたしまして、山林原野から農地へ編入するもの

が３２.０３ヘクタール、非農用地から農地へ編入するものが２６６.２５ヘクタール、山林原野

から採草放牧地へ編入するものが２.３５ヘクタール、山林原野から農業施設用地へ編入するもの

が０．７７ヘクタール、非農用地、宅地とか雑種地その他から農業施設へ編入するものが６.５８

ヘクタール、合計３０７.９ヘクタールを編入したいと考えております。続きまして、用途区分変

更となりますが、こちらの方は農地から採草放牧地変更するものが１.４５ヘクタール、農地から

農業用施設へ変更するものが９.６３ヘクタール、農業用施設から農地へ変更するものが２．１９

ヘクタール、合計１３.２７ヘクタールを用途変更させていただきたいと思っております。続きま

して、除外する土地でございますが、農地から山林原野へ除外するものが２３５.２１ヘクタール、

農地から非農用地へ除外するものが４１４.７５ヘクタール、採草放牧地から山林原野へ除外する

ものが４０.７９ヘクタール、採草放牧地から非農用地へ除外するものが３.６８ヘクタール、混

牧林地から山林原野へ除外するものが１０３.８１ヘクタール、混牧林地から非農用地へ除外する

ものが０.４４ヘクタール、農業用施設用地から山林原野へ除外するものが１.６９ヘクタール、

同じく農業用施設用地から非農用地へ除外するものが３２.２２ヘクタールということになって

ございます。こちらを加味したものが表の上から３段目の計画面積という形になっております。 

農振地域のトータル面積は変わりませんが、その中で変動をさせていただいているような状況で

ございます。以上、計画における説明とさせていただきます。ご審議の程よろしくお願いをいた

します。 
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申し訳ありません。あとひとつ、変更面積の一覧の中で平成１０年度の現況面積３７，８０８

ヘクタールから現況面積３５，９８１.８０ヘクタール、約２，０００ヘクタールほど数値が減に

なっておりますが、こちらの方は地番図等に座標を付けシステムで計算させていただいた部分と

国土調査等による地積の変更がございまして、それを加味させていただいた数値で約２，０００

ヘクタール減少しているような状況となっております。以上です。 

○小川議長 今、説明が終わりましたけども、何か質疑等意見はありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○小川議長 よろしいですか。それでは議案第６号を採決いたします。本案を原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○小川議長 はい、ありがとうございます。全員賛成ですので、議案第６号は原案のとおり決定

をいたしました。 

 ここで、産業課職員退室のため、暫時休憩といたします。 

（小川産業課長、川原課長補佐 退室） 

 休憩を解き、会議を開きます。 

 

以上で、本日付議をされた議案の審議はすべて終了いたしました。この際、その他の案件につ

いて委員からご発言があれば挙手をお願いします。ございませんか。 

（「ありません」の声あり） 

 

●閉会の宣告 

○小川会長 それでは以上をもちまして第２２回浦幌町農業委員会総会を閉会いたします。お疲

れ様でした。 

 

 

午後３時３２分 閉会 

 

 


