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平成２８年度 第６回農業委員会総会議事録 

 

 

１．開催日時 平成２８年９月２８日（水）午後２時００分～午後２時３０分 

 

２．開催場所 上士幌町議会委員会室 

 

３．出席委員（１０名） 

１番  福 澤 寛 幸     ７番  石 川 信 幸 

２番  山 本 弘 一     ８番  齋 藤 哲 也 

３番  大 井 隆 行     ９番  橋 本 正 則 

４番  菅 原   研    １０番  髙 木 裕 巳 

５番  早 坂   均    １１番  佐 藤   清 

６番  阿 部   修    １２番  早 坂 晴 雄      

      

４．欠席委員（ ２名）         

     

５．議事日程 

日程第１  開会宣言 

日程第２  会長挨拶 

日程第３  議事録署名委員の指名 

日程第４  報告事項 

        １   農業委員会活動報告 

        ２   その他 

 

日程第５  協議事項 

         １   農地のあっせんについて 

         ２   その他 

 

日程第６  審議事項 

      議案第１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 

      議案第２号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の意見

について    

 

日程第７  その他 

１   秋季主要作物生育状況調査の結果について 

２   地区別農業委員等研修会の開催について 

３   今後の日程について 

４   その他       

 

６．農業委員会事務局職員 

     事務局長    髙 橋   智 

     事務局主査   佐々木   幹 

     事務局主査   櫻 井 淳 史 



 

 

 

７．傍聴人   なし 

 

８．議事録署名委員 

      １番  福 澤 寛 幸 

      ３番  大 井 隆 行 

 

                                       

 

◎日程第１ 開会宣言 

 

○１１番（佐藤代理） 

皆さん、こんにちは。 

開会前に本日の出席状況を報告いたします。 

本日は２番、山本委員、６番、阿部委員より欠席の報告を受けておりますが、上

士幌町農業委員会会議規則第８条の規定により出席委員が定数に達しております

ので、総会が成立していることを宣言いたします。 

それでは、只今より平成２８年度第６回農業委員会総会を開催いたします。は

じめに、会長より挨拶をお願いいたします。 

                                       

 

◎日程第２ 会長挨拶 

 

○議長（早坂会長） 

皆さんこんにちは。会長杯パークゴルフの懇親会に出席できなくて申し訳ござ

いませんでした。1か月に3回という台風がきて、農作物に被害が及んだわけで

すけれども、今回の議案の最後の方に作況指数がでてますけども、不良、不良と

いうよりも、かなり不良というわけであります。今後が大変不安になってくるか

と思いまけれども、作った以上は収穫しなければいけないという農家の宿命があ

りますので、怪我の無いように収穫しましょう。それでは、また、今日の総会も

慎重審議、よろしくお願いいたします。 

                                       

 

◎日程第３ 議事録署名委員の指名 

 

○議長（早坂会長） 

それでは、日程第３、議事録署名委員の指名を行います。１番福澤寛幸委員、

３番大井隆行委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                       

 

◎日程第４ 報告事項１ 農業委員会活動報告 

 

○議長（早坂会長）  

これより議事に入ります。はじめに、日程第４、報告事項１、農業委員会活動

報告について、事務局より報告お願いします。 



 

 

 

○事務局（髙橋事務局長）  

それでは、私の方から８月中の農業委員会の活動状況についてご報告いたしま

す。 

 

【報告事項１について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

    以上で８月の活動報告とさせていただきます。 

 

○議長（早坂会長）  

只今、事務局長より８月中の活動状況について報告がありましたが、何かご質

問ございますか。 

 

         （「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

ないようですので、報告事項１はこれで終わります。 

                                       

 

◎日程第４ 報告事項２  その他について 

  

○議長（早坂会長）  

次に報告事項２、その他についてこちらからはございませんが、皆さんから何

かございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、報告事項は、これで終わります。     

                                       

 

◎日程第５ 協議事項１ 農地のあっせんについて 

  

○議長（早坂会長）  

次に、日程第５、協議事項１、農地のあっせんについてを議題といたします。

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

〇事務局（櫻井主査） 

農地のあっせん申し出がありましたのでご協議願います。 

 

【協議事項１について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

予定としまして、１１月１０日に農地パトロールを開催して、一緒に土地の

評価を行いたいと考えております。あっせんの公募につきましては、その後の

予定となってございます。 



 

 

以上、説明とさせていただきます。ご協議の上、お認めくださいますようお

願いいたします。 

  

○議長（早坂会長）  

   只今、事務局より協議事項１について提案理由の説明がありましたが、この件

についてご意見等ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、協議事項１については、農地委員会に付託して進めること

に決定いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

異議なしと認め、協議事項１については、農地委員会に付託して進めることに

決定いたしました。髙木農地委員長よろしくお願いします。 

                                     

 

◎日程第５ 協議事項２ その他 

  

○議長（早坂会長）  

次に協議事項２、その他について、こちらからはございませんが、皆さんから

何かございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、協議事項はこれで終わります。次に移ります。 

                                      

 

◎日程第６ 審議事項 議案第１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 

 

○議長（早坂会長） 

日程第６、審議事項、議案第１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いたします。事務局よ

り提案理由の説明をお願いします。 

 

○事務局（櫻井主査）  

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、上士幌町長より決定の

求められた、農用地利用集積計画について議決を求めます。 

 

【議案第１号について、議案書をもとに朗読・説明】 



 

 

 

以上、説明とさせていただきます。ご審議の上、決定をいただきますようお

願いいたします。 

 

 

○議長（早坂会長） 

只今、事務局より議案第１号について提案理由の説明がありましたが、ここ

でご意見を伺います。今回は、使用貸借権の設定が１件出されております。番

号１についてご意見を伺います。ご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号１については、使用貸借権を設定することとして、

決定いたしたいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

                                      

 

◎日程第６ 審議事項 議案第２号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本

構想の意見について 

 

○議長（早坂会長）  

次に議案第２号農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の意見についてを

議題といたします。事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

○事務局（櫻井主査）  

上士幌町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更について、農

業経営基盤強化促進法施行規則第２条の規定に基づき上士幌町長より意見を求め

られておりますのでご協議願います。 

 

【議案第２号について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上、説明とさせていただきます。ご協議の上、お認めくださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

 

○議長（早坂会長）  

只今、事務局より議案第２号についての、提案理由の説明がありましたが、こ

こでご意見を伺います。ご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 



 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、議案第２号については、基本構想の変更を認めることとし

て決定したいと思いますが、これにご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

異議なしと認め、農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の意見について

は認めることとし、町長に回答することとします。 

審議事項はこれで終わります。 

                                      

◎日程第７ その他 今後の日程について 

 

○議長（早坂会長） 

次に、日程第７、その他に移ります。事務局より説明願います。 

 

○事務局（佐々木主査）  

２１ページその他１、秋季主要作物生育状況調査の結果に関する通知がありま

したので、別紙のとおり報告いたします。 

 

【別紙資料について朗読、説明】 

 

以上、秋季作況調査の説明とさせていただきます。 

 

〇議長（早坂会長） 

只今生育状況調査の結果について説明がございましたが、何か質問ございます

か。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

ないようでしたら、次に移ります。その他の２お願いします。 

 

○事務局（佐々木主査）  

２４ページその他２としまして、地区別農業委員等研修会の開催についてご案

内いたします。 

 

【その他２について、朗読・説明】 

 

現時点で、出欠確認をしたいのですが、出席できない委員さんはいらっしゃ

いますか。 

 

○橋本委員 

   出席できません。 

 



 

 

○事務局（佐々木主査） 

   了解しました。また、今出席とされた委員さんで、今後欠席される場合は１４

日までにご報告ください。よろしくお願いいたします。以上です。 

 

〇議長（早坂会長） 

事務局から説明がありましたけれども、皆さんから何か、質問、ご意見ござい

ますか。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

無いようですので、次にその他の３お願いします。 

 

○事務局（佐々木主査）  

一番裏２５ページですが１０月の日程表となっております。 

 

【１０月の日程について朗読、説明】 

 

７日金曜日９時からの農業後継者対策推進協議会幹事会が９月３０日に変更

となった旨説明。また、２６日水曜日開催の三役会議及び総会に開催時間の変

更を要するか確認（変更なしとなった）。 

 

〇議長（早坂会長） 

只今事務局より日程について説明がありましたけれども、皆さんの方から何か

ございますか。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

無いようでしたら、次に、その他 

 

○事務局（佐々木主査）  

その他としまして、町長部局、財政担当より９月１４日付で、来年度、２９年

度の予算要求の関係で予備調査が出されました。何かと申しますと、新規事業を

予定、見込む場合、その事業について報告しなさいといったものです、そこで皆

様にお諮りしたいのですが、来年度、農業委員会として何か新規事業を実施する

案等ございますでしょうか。 

 

○議長（早坂会長） 

   何かございませんか。 

 

○事務局（髙橋事務局長） 

   昨年の予算の時も道外研修の話が出てて、来年度考えましょうと話が出てたん

ですけれども、来年改選期でもありますので、改選前に行くわけにはいきません

ので、その辺も考えると、来年はいかがなものかなというのがあります。また、



 

 

道外研修となれば大雑把な予算要求はできませんので、具体的に行く場合は、ど

こどこの、何々を見たいと言ったものが必要になりますし、また道外まで行っ

て、１か所という訳にはいきませんので２、３か所は必要になりますし、その辺

を予算要求するのであれば詰めていかなければなりません。また、再来年が道内

研修の年になります。その辺の絡みもありますので、再来年の道内を道外に振り

替える、そういう方法もない訳ではないのですけれども。 

 

○議長（早坂会長） 

   どうでしょうか。今後計画を立てて、考えていってはどうかなと思いますけ

ど。よろしいですか。 

 

            （「はい」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

   それでは、そのように決定します。 

     

 

○議長（早坂会長） 

   その他、ございませんか。 

 

○齋藤委員 

   よろしいですか。 

 

○議長（早坂会長） 

   齋藤委員。 

 

○齋藤委員 

   事務局にお伺いしたいのですけれども、来年改選だということで、農業委員会

の法も変わるということで、定員は以前決めたということですけれども、農業共

済組合それから議会の方から委員さんを出さないというかたちで聞いてはいるん

ですけれども、その辺についての人選の考え方っていうのがあれば、事務局の方

からお知らせしていただければなと。 

 

○事務局（髙橋事務局長） 

   来年度の体制に向けて、これから今、総務課の方で条例や規則の整理をしてい

るところです。そして規則の中で、どういう募集をするかというのを今これから

かためるところなんですけれども、基本的には地域又は全町からの推薦、それか

ら、農業に関係のない方、利害関係のない方を入れなさいということになってま

す。あとは一般募集、個人的に応募していただいて立候補していただく。あとは

団体推薦。これが募集方法の基本になります。ＮＯＳＡＩさんからは次期体制か

らは出さないことで決まったとご報告を受けています。議会については出さない

というより、枠が無くなります。なので議会からの推薦もなくなるということに

なります。具体的には来年の４月ぐらいからその募集に関する事務が始まってい

きますので現時点では話はしていない状況となっています。定数については農業

委員会の要望として、意見として１３名、現状と変わらないとなっておりますけ



 

 

れども、それも決めるのは総務課の方、町長部局になります。今はそんな段階に

なってます。 

 

○議長（早坂会長） 

   よろしいですか。 

 

○齋藤委員 

   はい。 

 

 

○議長（早坂会長） 

 

その他、全体をとおして他にご意見、ご質疑等ございませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

ないようですので、総会を閉じさせていただきます。 

                                       

 

◎ 閉会宣言 

 

○議長（早坂会長） 

これをもって、平成２８年度第６回農業委員会総会を閉会いたします。どうも

ご苦労さまでした。 

 

                    （閉会時刻 午後２時３０分） 

 

 


