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上士幌町農業委員会 
 



 

 

平成２9年度 第4回農業委員会総会議事録 

 

 

１．開催日時 平成２9年７月２1日（金）午後２時00分～午後3時30分 

 

２．開催場所 上士幌町議会委員会室 

 

３．出席委員（１1名） 

仮１番  山 本 弘 一     仮７番  菅 原   研 

仮２番  齋 藤 哲 也      仮８番  関 谷 光 丸 

仮３番  早 坂 晴 雄     仮９番  大 井 隆 行 

仮４番  髙 木 裕 巳    仮１０番  阿 部   修 

仮５番  佐 藤   清    仮１１番  早 坂   均 

仮６番  大 西 仁 志    番   

          

４．欠席委員（ 0名）   

       

     

５．議事日程 

日程第１  開会宣言 

日程第２  町長挨拶 

日程第３  農業委員及び事務局職員の紹介 

日程第４  会議第１号 

      農業委員会会長の選出について 

日程第５  会長挨拶 

日程第６  会議第２号 

      農業委員会会長職務代理者の選出について 

日程第７  会長職務代理者就任挨拶 

日程第８  会議第３号 

      農業委員会委員の議席決定について 

日程第９  会議第４号 

      農業委員会小委員会の委員長及び副委員長の選出について 

日程第10  各委員長挨拶 

日程第11  議事録署名委員の指名 

日程第12  報告事項 

        １  農業委員会活動報告 

        ２  その他 

 

日程第13  協議事項 

         １  各種委員会の選出について 

         ２  農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更について 

         ３  その他 

 

日程第14  審議事項 

      議案第１号 現況証明願について 



 

 

      議案第２号 下限面積(別段の面積)の設定について 

 

日程第15  その他 

１  農業委員会活動について 

２  今後の日程について 

３  農業委員会だより第42号の発行について 

４  その他 

 

６．農業委員会事務局職員 

     事務局長    佐 藤 桂 二 

     事務局主査   櫻 井 淳 史 

     事務局専門員  綿 貫 光 義  

 

７．傍聴人   なし 

 

８．議事録署名委員 

        １番  阿 部   修 

２番  齋 藤 哲 也 

       

 

                                       

 

◎日程第１ 開会宣言 

 

○佐藤事務局長 

平成２９年７月１９日、任期満了に伴い、先ほど竹中町長から辞令が交付さ

れ、新たな農業委員が決定されました。 

それでは、只今より平成２9年度第４回農業委員会総会を開催いたします。 

開会前に本日の出席状況を報告いたします。 

   本日は、欠席者がなく１１名全員が出席しておりますので、報告いたします。 

改選後、最初の総会でありますので、農業委員会等に関する法律第27条第１

項に基づき、町長名で会議を招集させていただいております。竹中町長より開会

のご挨拶をいただきます。 

                                       

 

◎日程第２ 町長挨拶 

 

○竹中貢町長 

開催にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。今回の農業委員会委員の辞令

交付については、昨年の４月１日に法の改正を受け初めての委員となります。 

平成32年までの3年間ですがどうぞよろしくお願いいたします。今回の法の改

正については、皆さんご存知のとおりでありますが、これまでの選挙による公選

制から、町長の任命と議会の同意を得るということが前提となっていることに加

え、農業者関係者以外の中立の立場として、今回、関谷さんに辞令を交付させて

いただきましたが、そのように変わっています。本町の農業委員会が中心となっ



 

 

て行ってきました、農地の集積、交換分合等についてはこれまでと変わるもので

はありません。特にこの度の法の改正は、都市部の耕作放棄地をどうするか、あ

るいは、一行に進まない農地の集積、新規就農といった課題について、もっと積

極的に進めていこうということが、今回の法改正の趣旨と理解しているところで

す。 

本町における農業のあり方、基幹産業であって、これまで果たしてきた農業委

員会の役割は一行に変わるものではないと思いますし、これまでに進めてきた業

務を更に推進していくことで、結果的に本町の農業振興に繋がっていくものと考

えます。 

いずれにしましても、農業の生産を生むのは農地でありますから、これをしっ

かり100%活用するように、また、町内の中でこれらが生産されることが、もつ

とも望ましあり方であるとした視点で農業委員会の皆さんには、しっかりと仕事

をしていただきたいと思います。 

今日は、最初の総会ということで役員等の選出がございますが、ご審議の程よ

ろしくお願いいたします。 

 

                                       

 

◎日程第３ 農業委員及び事務局職員の紹介 

 

○佐藤事務局長 

   改めて本日の総会は、平成28年４月に改正された、農業委員会等に関する法

律の一部改正に伴い、農業委員の選出方法が変更となつて初めての総会となりま

す。 

   任期は平成29年７月20日から平成32年７月19日迄の３年間であります。 

   【仮議席順に委員の紹介を行った後、事引き続き事務局職員を紹介】 

   それでは、会議に入っていきますが、会長が決定するまでの間、議長を竹中町

長にお願いすることとします。 

                                       

 

◎日程第４ 会議第１号 農業委員会会長の選出について 

 

○議長（竹中町長）  

それでは、会長が決定するまでの間、議長を務めさせていただきます。 

日程第4 会議第1号 農業委員会会長の選出についてを議題といたします。 

事務局長より提案理由の説明をお願いいたします。 

 

○事務局（佐藤事務局長）  

提案理由の説明をいたします。農業委員会会長の選出について、農業委員会等

に関する法律第５条第２項及び上士幌町農業委員会組織運営規程第４条の規定に

より会長の選出を求めるものです。関係法令規定、規則等は、議案に添付してお

りますので御参照願います。また、これら詳細につきましては、今後予定されま

す農業委員研修会等で機会がありましたら詳しくご説明させていただきます。 

 

 



 

 

○議長(竹中町長) 

     おはかりいたします。農業委員会等に関する法律第５条第２項に、会長は委員

が互選した者を持って充てると定めております。また、組織運営規程第４条第１

項の規定では、会長の選出を単記無記名の投票による選出か、第２項の規定では

その他の方法となっていますが、どのように取り計らうこととするかご意見を伺

います。 

 

(阿部委員挙手) 

 

○議長(竹中町長) 

  はい 阿部委員 

 

○仮議席10番(阿部委員) 

      会長の選出について、投票による会長選出ではなく、委員による指名推薦に

よる方法としていただきたい。 

       

○議長(竹中町長) 

   ただいま、指名推薦により会長の選出との意見がありましたが、その他にご意

見ありませんか。なければ委員による指名推薦による選出としたいと思います

が、ご異議ありませんか。 

   (異議なしの声) 

 

○議長(竹中町長) 

   異議なしと認め、指名推薦といたします。 

   それでは会長の指名推薦をお願いいたします 

 

(阿部委員挙手) 

 

○議長(竹中町長) 

   はい 阿部委員 

 

○仮議席10番(阿部委員) 

   会長に早坂晴雄委員を推薦いたします。 

 

○議長(竹中町長) 

   会長に早坂晴雄委員の推薦がありましたが、ご異議ありますか。 

 

    (異議なしの声) 

 

○議長(竹中町長) 

   異議なしと認め、早坂晴雄委員を会長に決定いたします。 

 

○事務局（佐藤事務局長）  

   それでは、会長が決定いたしましたので、ここで議長であります竹中町長は退

任いたします。議長退任にあたって一言ご挨拶申し上げます。 



 

 

 

○議長(竹中町長) 

   新たに向こう3年間、農業委員会の会長として早坂会長に引き続き大役を担っ

ていただくこととなりました。色々と問題はあろうかと思いますが、会長を中心

として一致協力し農業委員会の職務を更に振興されることを願い、退任にあたっ

ての挨拶とさせていただきます。 

 

   議長(竹中町長)退任 

                                      

日程第５ 会長就任挨拶 

 

○事務局（佐藤事務局長） 

   それでは、早坂会長から就任ご挨拶をいただき、以後の会議については、会議

規則第４条により会長が議長を務めさせていただきます。 

 

○会長(早坂会長) 

   農業委員会会長就任にあたり一言ご挨拶を申し上げます。 

   これまでの農業委員会は、公選及び議会・農協等の推薦により就任してきまし

たが、国の法律が改正され、推薦及び募集の届出者の中から町長が選任し、議会

の同意を得て任命する新たな制度となり初めての総会となりました。各委員の推

薦をいただき不肖私が会長として任務の付託を受けることとなりました。TPP

問題や日欧EPA合意など、本町農業を取り巻く厳しい情勢の中での責務と重大

さを考えたとき、身が引き締まる思いでありますし、決意も新たに頑張っていか

なければならないと思っております。 

   農業委員の任期は３年でありますが、農業委員会に課せられた使命と役割を認

識し、上士幌町の農業振興と発展のために、委員全員のご支援と御協力をいただ

きますよう切にお願い申し上げ、就任の挨拶といたします。 

    

     

                                       

日程第６ 農業委員会会長職務代理者の選出について 

 

○議長(早坂委員) 

   それでは、議長を代ります。日程第６ 会議第２号 農業委員会会長職務代理

者の選出につ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いたします。 

 

○事務局（佐藤事務局長） 

   提案理由の説明をいたします。 

   農業委員会等に関する法律第５条第５項及び上士幌町農業委員会組織運営規程

第４条の規定により会長職務代理者の選出を求めるものです。 

 

○議長(早坂委員) 

   おはかりいたします。会長職務代理者の選出方法についてご意見を求めます。 

 



 

 

  (阿部委員挙手) 

 

○議長(早坂委員) 

     はい 阿部委員 

 

○仮議席10番(阿部委員) 

   同じく委員による指名推薦により選出願います。 

 

○議長(早坂委員) 

   委員による指名推薦との意見がありますが、ご異議ありませんか。 

 

      (異議なしの声) 

 

○議長(早坂委員) 

   異議なしと認め、指名推薦といたします。それでは会長職務代理者の推薦をお

願いいたします。 

 

(阿部委員挙手) 

 

○議長(早坂委員) 

   はい 阿部委員  

 

○仮議席10番(阿部委員) 

   会長職務代理者に佐藤清委員を推薦いたします。 

 

○議長(早坂委員) 

   会長職務代理者に佐藤清委員の推薦がありましたが、ご異議ありますか。 

 

   (異議なしの声) 

 

○議長(早坂委員) 

   異議なしと認め、佐藤清委員を会長職務代理者に決定いたします。 

 

                                      

 日程第７ 会長職務代理者就任の挨拶 

 

○議長(早坂委員) 

   ここで、佐藤会長職務代理者より就任のご挨拶をお願いいたします。 

 

○会長代理(佐藤委員) 

   会長職務代理として、皆さまの協力により３年間務めさせていただきました。

更に３年間ということで、また、皆さま各委員の協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 

 



 

 

                                                                          

 日程第８ 会議第３号 農業委員会委員の議席決定について 

 

○議長(早坂委員) 

   日程第８・会議第３号農業委員会委員の議席決定についてを議題といたしま

す。 

   事務局長から提案理由の説明をお願いいたします。 

 

○事務局(佐藤事務局長) 

      提案理由の説明をいたします。 

   上士幌町農業委員会会議規則第７条の規定により、委員の議席決定を求めるも

のであります。 

   会議規則第７条は、「委員の議席はあらかじめくじで決める。」となっており

ますので、暫時休憩をいただき、皆さまにくじを引いていただいて、それぞれ番

号が決定した時点で、移動をお願いすることとしたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 

○議長(早坂委員) 

   会議規則により委員の議席はくじにより決定します。 

   ここで暫時休憩します。 

 

休  憩                       (14時16分) 

                                       

(14時18分) 

 

○議長(早坂委員) 

   休憩に引き続き会議を開きます。 

   事務局より議席について発表願います。 

 

○事務局(佐藤事務局長) 

   それでは、議席が決まりましたので発表いたします。 

   議席番号１番阿部修委員、2番齋藤哲也委員、3番山本弘一委員、４番大井隆

行委員、５番大西仁志委員、６番菅原研委員、７番関谷光丸委員、８番早坂均委

9番髙木裕巳委員、10番は佐藤清会長職務代理者、11番は早坂晴雄会長。 

以上のように議席が決まりましたので、それぞれ移動をお願いします。 

 

○議長(早坂委員) 

    以上のとおり議席が決定いたしましたので、次に移ります。 

 

                                       

 日程第9 農業委員会小委員会の委員長及び副委員長の選出について 

 

○議長(早坂委員) 

   日程第9 会議第4号 農業委員会小委員会の委員長及び副委員長の選出につ

いてを議題といたします。 



 

 

   事務局長から提案理由の説明をお願いします。 

○事務局(佐藤事務局長) 

   提案理由の説明をいたします。 

   上士幌町農業委員会組織運営規程第7条及び第8条の規定により、小委員会の

委員長及び副委員長の選出を求めるものであります。  

   また、小委員会につきましては、組織運営規程第5条に基づき農地委員会及び

農業政策委員会を置くこととされておりますが、委員会の構成につきましては組

織運営規程第14条に基づき、会長より委員の選任について、案をお示しするこ

とといたしたいと思いますが、その件についてご協議頂きますようお願いいたし

ます。 

 

○議長(早坂委員) 

   ただいま、事務局長から提案理由の説明がありましたが、お諮りいたします。 

   小委員会の選任につきまして、会長に一任頂きたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

 

    (異議なしの声) 

 

○議長(早坂委員) 

   異議なしと認め、小委員会の選任について、会長に一任することとします。 

   ここで暫時休憩します。 

 

 休  憩                       (14時20分) 

                                       

 

(14時22分) 

○議長(早坂委員) 

   休憩前に引続き会議を開きます。 

   ここで、小委員会の委員の選任について事務局長より報告したいと思います

が、これまでの委員会構成を基本として選任させていただきたいと思いますので

ご承知くださいますようお願いいたします。 

 

○事務局(佐藤事務局長) 

   それでは報告いたします。農地委員会については、髙木裕巳委員、大西仁志委

員、菅原研委員、大井隆行委員、阿部修委員、早坂均委員にお願いいたします。 

   次に、農業政策委員会については、山本弘一委員、齋藤哲也委員、関谷光丸委

員にお願いいたします。 

   以上のように委員を選任いたしました。選任されました皆さまについてはどう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

○議長(早坂委員) 

   只今、事務局長が報告したとおり選任することに決定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(早坂委員) 

   異議なしと認め、報告のとおり決定いたします。 

   それでは、次に移ります。 

   それぞれの委員会ごとに分かれて会議をお願いいたします。まず、農地委員会

の皆さんについては、この場所において、農業政策委員会の皆さんについては議

員控室の方で打合せをしていただき、それぞれ委員長、副委員長の選出をお願い

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○議長(早坂会長) 

 ここで暫時休憩しますので、委員会ごとに分かれて選出をお願いいたします。 

 

 休  憩                       (14時25分) 

                                       

 

(14時35分) 

○議長(早坂会長) 

   休憩前に引続き会議を開きます。 

   各委員会から小委員会の委員長及び副委員長の報告をお願いいたします。 

   最初に、農地委員会から報告をお願いします。 

 

○農地委員長(髙木委員) 

   委員長に髙木裕巳委員・副委員長には早坂均委員に決定しました。 

 

○議長(早坂会長) 

   次に、農業政策委員会お願いいたします。 

 

○農業政策委員長(齋藤委員) 

   委員長に齋藤哲也委員・副委員長には山本弘一委員に決定しました。 

 

○議長(早坂会長) 

   ただいま、各委員会から報告のあったとおり決定いたしました。 

 

                                       

 日程第10 各委員長挨拶 

 

○議長(早坂会長) 

   次に、日程第10 各委員長の挨拶を行います。 

   始めに髙木裕巳農地委員会委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○農地委員長(髙木委員) 

   いままで、3年間農地委員長をやらせて頂きましたが、また、3年間委員長を

やらさせていただきます。皆さまの忌憚のないご意見をいただきながら進めてい

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 



 

 

○議長(早坂会長) 

   次に、齋藤哲也農業政策委員会委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○農業政策委員長(齋藤委員) 

   前回は、農業政策委員会副委員長という立場でしたが、今回は、委員長という

ことですので、新たな気持ちで気を引き締めてやっていきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

○議長(早坂会長) 

   各委員長よろしくお願いいたします。 次に移ります。 

 

                                       

 日程第11 議事録署名委員の指名 

 

○議長(早坂会長) 

   日程第11 議事録署名委員の指名をしまする 

   上士幌町農業委員会会議規則により、1番阿部修委員、2番齋藤哲也委員を指

名いたします。 

 

                                       

 日程第12 報告事項1 農業委員会活動報告(6月分) 

 

○議長(早坂会長) 

   日程第12 報告事項1 農業委員会活動報告を議題といたします。 

   事務局より報告します。 

 

○事務局(佐藤事務局長) 

   16ページになります。6月中の農業委員会の活動状況について報告いたしま

す。 

【報告事項１について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

    以上で6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6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。 

  

○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13 協議事項１ 各種委員会等委員の選出について 

   

○議長（早坂会長）  

次に日程第13、協議事項1、各種委員会等委員の選出についてを議題としま

す。事務局長から提案理由の説明をお願いします。 

 

○事務局(佐藤事務局長) 

   協議事項1 各種委員会等委員の選出について、提案理由の説明を申し上げま

す。上士幌町の条例及び規則等の規定に基づく各種条例委員会委員等の選出につ

いて、ご協議を求めるものです。参考資料を添付しておりますので併せてご覧い

ただきたいと思います。選出する委員については次のとおりです。 

   １．上士幌町農業振興審議会委員１名 ２．上士幌町農業後継者対策推進協議

会副会長１名、理事１名、推進員２名の計４名 ３．上士幌町農業振興対策委員

副会長１名 ４．上士幌町農業経営改善支援センター経営者会議委員１名 ５．

上士幌町農業再生協議会副会長１名、監事１名の合計２名 ６．上士幌町地籍調

査推進委員会委員１名 以上各委員の選出についてご審議くださいますようお願

いいたします。 

 

○議長（早坂会長） 

ただいま、事務局長から概要説明がありましたが、お諮りいたします。各種

委員の選出について、三役会議にご一任いただきたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

   異議なしと認め、各種委員の選出について、三役会議に一任することとしま

す。ここで、暫時休憩します。  

 

 休  憩                       (14時42分) 

 

                                       

(14時44分) 

 

○議長（早坂会長） 

   休憩前に引続き会議を開きます。 

   ここで、休憩中に三役会議で選任した各委員について、事務局長から報告いた

します。 

 



 

 

○事務局(佐藤事務局長) 

   それでは報告いたします。 

   １．上士幌町農業振興審議会委員については、佐藤清代理 

   ２．上士幌町農業後継者対策推進協議会副会長については早坂晴雄会長、理事

は佐藤清代理、推進員２名は阿部修委員と菅原研委員 

   ３．上士幌町農業振興対策委員会副会長は早坂晴雄会長 

   ４．上士幌町農業経営改善支援センター経営者会議委員は早坂晴雄会長 

   ５．上士幌町農業再生協議会副会長は早坂晴雄会長、監事は佐藤清代理 

   ６．上士幌町地籍調査推進委員会委員は早坂均委員を選任いたしました。 

   選任されまし皆さんについてはどうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇議長（早坂会長） 

   只今、事務局長が報告したとおり選任することに決定したいと思いますが、 

ご異議ございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

   異議なしと認め、報告のとおり決定いたします。次に移ります。 

 

                                       

 

〇議長（早坂会長） 

   次に、日程第13 協議事項２「農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更

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) 

   議案23ページになります。協議事項２ 農業振興地域整備計画の農用地利用

計画変更について、上士幌町より事前協議がありましたので、その内容の可否に

ついてご協議お願いします。 

 

   【協議事項２についてい、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。 

 

〇議長（早坂会長） 

   只今、事務局より協議事項２の提案理由の説明がありましたが、番号１につき

ましては私に関する案件なので、ここで退席をします。 

   なお、この後の議事進行については佐藤会長代理にお願いいたします。 

 

      早坂会長退席 

 

○議長 (佐藤会長代理) 

   それでは引き続き議事を進めます。 



 

 

   番号１(早坂晴雄氏)についてご意見等ございますか。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長 (佐藤会長代理) 

   ないようですので、番号１については、原案どおり農用地利用計画変更を認め

ることとして決定したいと思いますが、これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

 

○議長 (佐藤会長代理) 

   異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

 

       早坂会長着席 

   

                                       

 

〇議長（早坂会長） 

   次に、日程第13 協議事項３ その他について、こちらからはありません

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14 審議事項 議案第1号 現況証明願について 

 

○議長（早坂会長）  

次に日程第14・審議事項、議案第1号「現況証明願について」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）  

30ページになります。北海道農地法関係事務処理要領の規定に基づき、土地の

現況証明交付申請がありましたので証明書を交付したく、審議を求めます。今回

は、１件となっています。 

 

【議案第1号について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

○議長 (早坂会長) 

只今、事務局より議案第1号についての、提案理由の説明がありましたが、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） 

○議長（早坂会長） 



 

 

   ないようですので、議案第１号については、「農業政策委員会」に付託して

審議していただくこととしますが、ご異議ございますか。 

 
（「異議なし」の声） 

〇議長（早坂会長） 

   異議なしと認め、農業政策委員会に付託することとします。齋藤委員長よろし

くお願いいたします。 

   ここで暫時休憩いたします。 

 

     休  憩                       (14時50分) 

 

                                       

 

(14時55分) 

〇議長（早坂会長） 

   休憩前に引き続き会議を開きます。それでは、齋藤農業政策委員長より審議結

果の報告をお願いいたします。 

 

○１番(齋藤委員長) 

議案第１号、番号1、現況証明願ということで提出されました案件について政

策委員会の審議結果を報告いたします。番号1(●●●●氏)について、申請どお

り認めることとしましたのでご報告申し上げます。以上でございます。 

 

〇議長（早坂会長） 

   只今、齋藤農業政策委員長から報告がありましたが、番号１(●●●●氏)につ

いて、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、申請どおり認めていくこととします

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、申請どおり認めることといたします。 

 

                                       

  

◎日程第14 審議事項 議案第２号 下限面積(別段の面積)の設定について 

 

○議長（早坂会長） 

次に議案第2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。事務局より提案理由の説明をお願いします。 

 



 

 

○事務局（櫻井主査）  

平成29年度の下限面積(別段の面積)の設定について、農地法施行規則第17条

の規定に基づき、下記のとおり提案し審議を求めます。 

 

【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。ご審議の上、ご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２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。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、原案どおり認めることとして決

定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。審議事項はこれで終わりま

す。 

                                       

  ◎日程第15 その他 その他1 農業委員会活動について 

 

○議長（早坂会長） 

次に、日程第15、その他に移ります。その他1 農業委員会活動について、事

務局より説明願います。 

 

○事務局（綿貫専門員）  

   農業委員会の活動について、1．委員報酬及び費用弁償等の額及び支給日、支

給方法について 2．報酬月額からの控除額 ３．当面の事業等について、資料

に基づき説明。その内、研修旅行(慰安旅行)費用の積立を行うか。また、積立て

額を何円にするか。農業委員会だよりの発行に伴う編集委員３名の選出。農業委

員会協議会監事(幹事)２名の選出をお願いいたします。 

 

【別紙資料について朗読、説明】 

 

〇議長（早坂会長） 

只今、事務局よりその他１の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） 

ないいようですので、始めに「研修旅行(慰安旅行)費用積立金」について、実

施することでよろしいですか。 

 

（「異議なし」の声） 

○議長（早坂会長） 

   異議なしとして、金額については、前期と同額の3,000円でよろしいか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

   異議なしとして、積立金月額3,000円とします。 

   次に、編集委員の選出ですが、会長指名でよろしいですか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

   異議なしとして、編集委員に、菅原研委員・大井隆行委員・大西仁志委員にお

願いいたします。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

   次に、農業委員会協議会監事(幹事)の選出ですが、会長指名でよろしいです

か。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

   異議なしとして、協議会監事については前回に引き続き、阿部修委員と大井隆

行委員にお願いしたいと思います。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

   次に、その他2 今後の日程について事務局より説明願います。 

 

○事務局（綿貫専門員） 

   38ページ 8月の日程について主な内容についてご説明いたします。 

 

【8月の日程について朗読、説明】 

 

〇議長（早坂会長） 

只今事務局より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） 

   なければ、次にその他3農業委員会だより第42号の発行について事務局より説

明願います。 

 

○事務局（綿貫専門員） 

   農業委員会だより第42号の発行日程について説明。 

 

○議長（早坂会長） 

   只今、事務局より説明がありましたが、ご意見ございますか。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

ないようですので、次に、その他全体をとおしてご意見、ご質疑等ございませ

んか。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

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２９年度第４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 １５時３０分） 

 


