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上士幌町農業委員会 
 



 

 

平成２７年度 第１２回農業委員会総会議事録 

 

 

１．開催日時 平成２８年３月２３日（水）午後２時００分～午後３時０２分 

 

２．開催場所 上士幌町議会委員会室 

 

３．出席委員（１２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（ ０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   農地法第１８条第６項の規定による通知について 

３   その他 

 

日程第５  協議事項 

         １   上士幌町農業経営改善支援センター経営者会議委員

の推薦について     

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   農地のあっせんについて 

         ４   平成２７年度の活動の点検・評価（案）及び平成２

８年度の目標とその達成に向けた活動計画（案）の

公表について 

         ５   上士幌町農業委員会会議規則の一部を改正する規則

の制定について 

         ６   上士幌町農業委員会選任による委員の団体推薦に関

する規則を廃止する規則の制定について 

         ７   上士幌町農業委員会組織運営規程の一部を改正する

訓令の制定について 

         ８   上士幌町農業委員会処務規程の一部を改正する訓令

の制定について 

９   その他 



 

 

 

日程第６  審議事項 

      議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について  

 

日程第７  その他 

１   今後の日程について 

２   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   森 本 宏 典 

     事務局主査   櫻 井 淳 史 

 

７．傍聴人   なし 

 

８．議事録署名委員 

     １０番  髙 木 裕 巳 

     １１番  佐 藤   清 

 

                                       

 

◎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、全員の参加をいただいて、上士幌町農業委員会会議規則第８条の規

定により在任委員の過半数が出席しておりますので、総会は成立しておりま

す。 

それでは、只今より平成２７年度第１２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。 

段々、春めいてきて、先程、午前中ですね、家族経営協定の調印式を終わら

せてきました。皆さんもできるだけ多く家族経営協定を結んでいただきたいな

と思います。それでは、今回の総会も慎重審議、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。１０番 髙木裕巳

委員、１１番 佐藤清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、事務局長より報告願います。 

 

○事務局（髙橋事務局長）  

それでは、私の方から２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２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２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 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

○議長（早坂会長）  

次に報告事項２ 農地法第１８条第６項の規定による通知についてを事務局

より報告お願いします。 

 

○事務局（櫻井主査）  

賃貸借等の合意解約をした旨農地法第１８条第６項及び同法施行規則第６８

条の規定に基づき通知がありましたので報告いたします。 

 

【報告事項２について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上、報告とさせていただきます。 

 

〇議長（早坂会長） 



 

 

只今、事務局より報告がありました使用貸借の合意解約について、ご質問あ

りませんか。 

 

         （「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長）  

ないようですので、報告事項２はこれで終わります。 

                                       

 

◎日程第４ 報告事項３ その他 

 

○議長（早坂会長）  

報告事項３ 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 上士幌町農業経営改善支援センター経営者会議委

員の推薦について 

  

○議長（早坂会長）  

次に日程第５ 協議事項１ 上士幌町農業経営改善支援センター経営者会議

委員の推薦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。 

 

〇事務局（森本主査） 

上士幌町農業経営改善支援センター経営者会議委員の推薦について。 

上士幌町農業経営改善支援センター経営者会議委員について、上士幌町長か

ら推薦依頼がありましたので選出について協議願います。 

 

【協議事項１について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上でございます。 

  

○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、先の

三役会議におきまして、これまでに引き続き会長を推薦することで了解されま

したが、この場で改めて会長を推薦することについてご提案いたします。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、会長を推薦することと決定いた

したいと思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

    異議なしと認め、協議事項１については、会長を推薦することに決定いたし

ました。 

                                       

 

◎日程第５ 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 

  

○議長（早坂会長）  

次に協議事項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。 

 

〇事務局（櫻井主査） 

農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更について、上士幌町長より事前

協議がありましたので、その内容の可否についてご協議願います。 

 

【協議事項２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２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。今回は、用途区分の変更が１件出されております。番号１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、番号１については、原案どおり用途区分の変更を認める

こととして決定いた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） 

 

〇議長（早坂会長） 

    異議なしと認め、協議事項２については、原案どおり決定いたしました。 



 

 

                                       

 

◎日程第５ 協議事項３ 農地のあっせんについて 

  

○議長（早坂会長）  

次に協議事項３ 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。 

 

○事務局（櫻井主査） 

    農地のあっせんの申し出がありましたのでご協議願います。 

 

【協議事項３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３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３については、農地委員会に付託して進めるこ

とと決定いた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） 

 

〇議長（早坂会長） 

    異議なしと認め、協議事項３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、よろしくお願いいたします。 

                                       

 

◎日程第５ 協議事項４ 平成２７年度の活動の点検・評価（案）及び平成

２８年度の目標とその達成に向けた活動計画（案）の公表について 

  

○議長（早坂会長）  

次に協議事項４ 平成２７年度の活動の点検・評価（案）及び平成２８年度

の目標とその達成に向けた活動計画（案）の公表についてを議題といたしま

す。事務局より提案内容の説明をお願いします。 

 

○事務局（櫻井主査） 

    平成２２年１２月２２日付け農林水産省経営局長通知に基づき、当該年度の

活動に対する自らの点検・評価の案及び次年度の目標とその達成に向けた活動



 

 

計画の案を取りまとめましたので公表することといたしたくご協議願います。 

 

【協議事項４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、事務局より協議事項４について説明がありましたが、この件につい

て、ご質問ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、協議内容のとおり認めることと決定いたしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

〇議長（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５ 協議事項５ 上士幌町農業委員会会議規則の一部を改正する規

則の制定について 

  

○議長（早坂会長）  

次に協議事項５ 上士幌町農業委員会会議規則の一部を改正する規則の制定

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（森本主査） 

    上士幌町農業委員会会議規則の一部を改正する規則の制定について。 

上士幌町農業委員会会議規則の一部を改正する規則を下記のとおり制定した

いので協議願います。 

 

【協議事項５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。 

 

○議長（早坂会長）  

只今、事務局より協議事項５の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５については、原案どおり認めることと決定い

た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） 

 

〇議長（早坂会長） 

    異議なしと認め、協議事項５については、原案のとおり改正を認めることに

決定いたしました。なお、改正した規則につきましては、４月１日から施行さ

せていただきます。 

                                       

 

◎日程第５ 協議事項６ 上士幌町農業委員会選任による委員の団体推薦に

関する規則を廃止する規則の制定について 

  

○議長（早坂会長）  

次に協議事項６ 上士幌町農業委員会選任による委員の団体推薦に関する規

則を廃止する規則の制定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（森本主査） 

    上士幌町農業委員会選任による委員の団体推薦に関する規則を廃止する規則

の制定について。 

上士幌町農業委員会選任による委員の団体推薦に関する規則を廃止する規則

を下記のとおり制定したいので協議願います。 

 

【協議事項６について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上でございます。 

 

○議長（早坂会長）  

只今、事務局より協議事項６の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。 

２番 山本委員。 

 

○２番（山本委員） 

    これは、農業委員会の法律が改正することに伴ったことということで、今

度、任期が終わって新しくなった後についてのことを決定するということなん

ですよね。農業委員が今度、任命制度になるという方向なのか。ちょっと、そ

ういうことからこういうことですよという、若干の軽い説明をお願いしたいん

ですけど。 

 

○議長（早坂会長） 



 

 

    事務局、お願いします。 

 

○事務局（髙橋事務局長） 

    只今、山本委員から出されたご意見のとおりですね、今回、農業委員会の法

律に関する部分の改正に伴って、変わる部分でございます。それで、今の皆さ

んの任期のうちは、前の法律に基づいて、まだ委員を継続されるということに

なりますので、今度の改選からですね、これが適用されることになるのでござ

います。現在はですね、市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げ

る者を委員として選任しなければならない。農林水産省令で定める農業協同組

合、農業共済組合及び土地改良区がそれぞれ推薦した理事ということになって

いるものをですね、今度はこういう文言が変わりまして、農業者、農業者が組

織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるというふうに変わりま

したので、具体的にこういう農協だとか共済組合ということがなくなるという

ことでご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（早坂会長） 

    よろしいでしょうか。そのほか、ご意見ございませんか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、協議事項６については、原案どおり認めることと決定い

た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） 

 

〇議長（早坂会長） 

    異議なしと認め、協議事項６については、原案のとおり規則の制定を定める

ことに決定いたしました。なお、廃止する規則につきましては、４月１日から

施行させていただきます。 

                                       

 

◎日程第５ 協議事項７ 上士幌町農業委員会組織運営規程の一部を改正す

る訓令の制定について 

  

○議長（早坂会長）  

次に協議事項７ 上士幌町農業委員会組織運営規程の一部を改正する訓令の

制定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（森本主査） 

    上士幌町農業委員会組織運営規程の一部を改正する訓令の制定について。 

上士幌町農業委員会組織運営規程の一部を改正する訓令を下記のとおり制定

したいので協議願います。 



 

 

 

【協議事項７について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上でございます。 

 

 

○議長（早坂会長）  

只今、事務局より協議事項７の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。 

２番 山本委員。 

 

○２番（山本委員） 

    先程、団体推薦がなくなりますよと。今度は、委員会の中の法的な解釈によ

って新しいのに移行するというのはいいんですけど、団体推薦がなくなるとい

うことは、町長の多分、任命方式になると思うんですけどもね。一体、上士幌

の農業委員会は何名で、現況は１２名なんだけども、団体推薦がなくなると、

この人数って決まっているのかな。その辺、ちょっと局長。 

 

○議長（早坂会長） 

    局長、お願いします。 

 

○事務局（髙橋事務局長） 

    今までの選挙から任命制になるということなんですけども、それにつきまし

ては、３月に既に任期満了を迎える○○○とかはもう動いているんですけど

も、うちは、来年の７月まで任期がありますので、今年の９月か１２月の議会

に定数条例を新しく制定するということになりますし、それに伴って募集です

とか選考に関する規則を制定するということになります。それは、町長部局の

方で議案の提案をしていくということになります。これからですね、定員です

とか、実際、定員の中で団体推薦が何名とか区切りはつけられないんですよ

ね。あくまでも定員は何名で、あとは地域推薦、団体推薦、個人の応募という

部分、そういうことで定数条例をまず定めていくということになります。 

 

○議長（早坂会長） 

    山本委員。 

 

○２番（山本委員） 

    町長部局ってどこの部局でやるんですか。 

 

○議長（早坂会長） 

    はい、局長。 

 

○事務局（髙橋事務局長） 

    うちの町は、総務課になると思うんですよね。その町や市によって総務課で

やっているところもありますし、産業部局でやっているところもあるんですけ



 

 

ど。うちの町は総務課の方でやっていただくことになると思います。総務課の

事務分掌の中に農業委員会に関することとあるので。 

 

○議長（早坂会長） 

    山本委員。 

 

○２番（山本委員） 

    総務課で、町長任命方式になるということで、言ってみれば教育委員会みた

いな方式になるのかなと。あれも任命制度だからね、教育委員は。それはいい

んですけど、教育委員会と農業委員会はかなり違ってね。具体的な農地のあっ

せんから、それに関わること、あらゆるものが具体的に出てくる訳であって。

総務課の中でやる前にやはり農業委員会の意見を十分、その定数だとか聞いた

中でやらないと、内容が分からない中で決めちゃってね、これで何名ですよっ

てポンと出てきてもね、混乱になっても困るので、まだ時間もある中で、農業

委員会の意見を集約した中で、今までの経過を踏まえて上士幌の農業委員会の

定数を決めていっていただきたいというふうに考えていますけど。 

 

○議長（早坂会長） 

    はい、事務局。 

 

○事務局（髙橋事務局長） 

    ご指摘のとおりでありまして、4月の総会のときにですね、まず、今度は最

適化推進委員というのを任命するかどうかというものがありますので、それを

設けるかどうかということと、定員は何名がいいかというのを農業委員会のあ

くまで意見として総務課の方にですね、述べていくことになると思いますの

で、その部分は、次回の総会の方で協議をしていきたいと思います。 

 

○議長（早坂会長） 

    はい、山本委員。 

 

○２番（山本委員） 

    なんで私そういう発言をしたかというと、今、決めようとしていることにつ

いてですね、これ農地委員会と農業政策委員会があって、それぞれ定数３名、

そのほかは農地委員会ということでやっている訳ですけども、これを決めちゃ

うと定数が、例えば６人や７人ということになると農業政策委員会がまた任命

の中からこっちにきて、１人や２人ということにもどんなもんなのかなという

ことがあるので、こっちの方を先に決めて、後ほど定数を決めますよというこ

とも十分この関連していることなのでね。それで私そういう発言をしたんです

よね。局長、その辺やってください。 

 

○議長（早坂会長） 

    局長。 

 

○事務局（髙橋事務局長） 



 

 

    定数につきましては、新しい農業委員会等に関する法律で確か２７人以下と

いうことになっていますので、それ以下であれば問題ないんですけども、現

状、次回に協議していただくんですけども、最適化推進委員というのは、任命

しなきゃならないという基準がありまして、任命しなくてもいいというのがあ

りますので、その基準をうちの町はクリアしているので、任命しなくてもいい

ということになります。実際、○○○なんかも任命しないということで、農業

委員だけということで動いておりますので、その辺を決めていただくことと、

あとは、定数についても今のままでいいだとか、そういう意見を出していただ

いて、ご協議をいただいて、意見として述べていきたいというふうに考えてお

ります。 

 

○議長（早坂会長） 

    よろしいですか。ほかにご意見ございませんか。 

    

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、協議事項７については、原案どおり認めることと決定い

た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） 

 

〇議長（早坂会長） 

    異議なしと認め、協議事項７については、原案のとおり訓令の制定を認める

ことに決定いたしました。なお、改正した訓令につきましては、４月１日から

施行させていただきます。 

                                       

 

◎日程第５ 協議事項８ 上士幌町農業委員会処務規程の一部を改正する訓

令の制定について 

  

○議長（早坂会長）  

次に協議事項８ 上士幌町農業委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定

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（森本主査） 

    上士幌町農業委員会処務規程の一部を改正する訓令の制定について。 

上士幌町農業委員会処務規程の一部を改正する訓令を下記のとおり制定した

いので協議願います。 

 

【協議事項８について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上でございます。 

 



 

 

○議長（早坂会長） 

只今、事務局より協議事項８の提案理由の説明がありましたが、この件につ

いて、ご意見等伺います。 

    

 （「なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、協議事項８については、原案どおり認めることと決定い

た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） 

 

〇議長（早坂会長） 

    異議なしと認め、協議事項８については、原案どおり訓令の制定を認めるこ

とに決定いたしました。なお、改正した訓令につきましては、４月１日から施

行させていただきます。 

                                       

 

◎日程第５ 協議事項９ その他 

 

○議長（早坂会長）  

次に協議事項９ 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。 

                                      

 

◎日程第６ 審議事項 議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請に

ついて 

 

○議長（早坂会長）  

次に日程第６ 審議事項 議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請

についてを議題といたします。事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

○事務局（櫻井主査）  

農地法第５条の規定による許可申請がございましたので、同法施行令第１５

条第２項の規定により審議を求めます。 

 

【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、ご決定をいただきますよう



 

 

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。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１号については、農地委員会に付託して審議して

いただくこととしますが、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、農地委員会に付託することとします。髙木農地委員長、よ

ろしくお願いします。 

ここで暫時休憩いたします。 

 

（午後２時４７分） 

                                       

 

○議長（早坂会長） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後２時５０分） 

○議長（早坂会長） 

それでは、髙木農地委員長より審議結果の報告をお願いします。 

 

○１０番（髙木委員） 

    農地法第５条の規定による許可申請について、慎重審議をした結果、認めて

いくことと決めましたので、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（早坂会長） 

    只今、高木農地委員長から報告がありましたが、番号１についてご意見ござ

いますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

    ないようですので、番号１については申請どおり転用を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、原案どおり認めることといたします。 

                                       

 

◎日程第７ その他１ 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。その他１ 今後の日程について、事務局

より説明お願いします。 

 

○事務局（森本主査）  

来月の日程表でございます。まず、１４日（木）の午前１０時から役場の会

議室におきまして農業後継者対策推進協議会総会を開催する予定でございま

す。１５日（金）には、例年４月に行われております農業委員会会長・事務局

長会議、十勝農委連通常総会等が帯広市にて開催されます。会長と局長に出席

していただきます。来月の総会につきましては、２６日（火）を予定したいと

いうことでお諮りしたいと思います。総会終了後には、農業者年金協議会代議

員会も開催したいということでございます。 

以上でございます。 

 

○議長（早坂会長） 

只今、事務局から内容の説明がありましたが、質問、意見ございませんか。 

 

         （「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

    ないようですので、次に移りたいと思います。 

                                       

  

◎日程第７ その他２ その他 

 

○議長（早坂会長） 

ほかに何かございませんか。 

 

         （「なし」の声） 

 

〇議長（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２７年度第１２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３時０２分） 
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