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平成２８年度 第２回農業委員会総会議事録 

 

 

１．開催日時 平成２８年５月３１日（火）午後２時００分～午後３時０４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   農地のあっせんについて 

３   農地のあっせん取下書の提出について 

４   その他 

 

日程第５  協議事項 

         １   農地のあっせんについて 

         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   農地利用最適化推進委員の委嘱について 

４   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 現況証明願について 

      議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

      議案第４号 平成２７年度の活動の点検・評価及び平成２８年度

の目標とその達成に向けた活動計画の決定について 

 

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   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 

      ４番  菅 原   研 

      ５番  早 坂   均 

 

                                       

 

◎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。 

本日は委員全員の出席で、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２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。 

先日２５日から２７日の予定で２泊３日で全国の会長会大会に出席させていた

だきました。しかしながら２７日に帰ってくる予定が、大韓航空機のトラブルで

帰ってこられなくなり、もう１泊してまいりました。大変思い出に残る会長大会

でした。大会時に先生方と話をしましたけれども、十勝に関しましては酪農クラ

スター、畑のパワーアップ事業、この予算が夏にでるそうです。十勝にはほとん

ど１００％の予算が付くよう決まっているそうです。ですが、会長の方々は、全

然農家の役にはたっていない。大体、箱物になって農協なりの施設にまわされ、

農家自体には全然役にたっておりません、ということを要望してきましたんで、

また、少しは変わるのではないかなと思います。 

それでは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。４番菅原研委員、５

番早坂均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４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４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４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 農地のあっせんについて 

 

○議長（早坂会長）  

次に報告事項２、農地のあっせんについてを高木農地委員長より報告お願いし

ます。 

 

○髙木委員長  

農地のあっせんについて、農業委員会総会で協議していた農地のあっせんにつ

いて、下記のとおり取組経過について報告いたします。 

 

【報告事項２について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上、報告事項２とさせていただきます。 

 

〇議長（早坂会長） 

只今、高木農地委員長より、農地のあっせん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） 



 

 

 

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 農地のあっせん取下書の提出について 

 

○議長（早坂会長）  

次に報告事項３、農地のあっせん取下書の提出についてを高木農地委員長より

報告お願います。 

 

○高木委員長 

農業委員会総会で協議していた農地のあっせんについて、取下書の提出があり

ましたので、下記のとおり報告いたします。 

 

【報告事項３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。 

 

○議長（早坂会長）  

只今、高木農地委員長より、農地のあっせん取下書の提出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３はこれで終わります。  

                                       

 

◎日程第４ 報告事項４ その他について 

  

○議長（早坂会長）  

次に報告事項４、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。次に移ります。     

                                       

 

◎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）  

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】 

 

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、ここで

ご意見を伺います。農地のあっせん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 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。今回は農用地区域からの除外が１件、用途区分の変更が１件出さ

れております。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協議を求めます。 

 

【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。農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更についてご意見等ござ

いますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、協議事項２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、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 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

  

○議長（早坂会長）  

次に協議事項３、農地利用最適化推進委員の委嘱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（髙橋局長） 

農業委員会等に関する法律の改正に伴う、農用地利用最適化推進委員の委嘱に

ついて協議願います。 

 

【協議事項３について、別添資料を基に説明】 

 

総会前に開催された三役会議におきまして、農地利用最適化推進委員の委嘱

について協議をしましたところ、上士幌町農業委員会におきましては、農地等

の利用の効率化及び高度化が相当程度図られていることから委員会としての決

定行為と各農業委員の地域への活動を一体的に進めることが合理的と判断しま

して、農地利用最適化推進委員を委嘱しないことで、総会に御提案しょうとと

いうこととなりました。 

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、事務局長より協議事項３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。農地利用最適化推進委員の委嘱については、上士幌町農業委員会

としては委嘱しないことにご意見等ございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

〇議長（早坂会長） 

ないようですので、協議事項３については原案どおり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） 

 

〇議長（早坂会長） 

異議なしと認め、協議事項３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４ その他 

  

○議長（早坂会長）  

次に協議事項４、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） 

次に、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、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、賃借権の設定が２件出されております。１件ご

とに審議しますのでよろしくお願いします。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、賃借権を設定することとして、原案

どおり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。 

次に番号２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２については、賃借権を設定することとして原案どお

り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、原案どおり決定しました。 

                                      

 

◎日程第６ 審議事項 議案第２号 農現況証明願について 

 

○議長（早坂会長）  

次に日程第６、審議事項、議案第２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）  

17ページの現況証明です。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。 

 

【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、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） 

 

○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いたします。福澤農業政策

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３４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４２分） 

○議長（早坂会長） 

それでは、福澤農業政策委員長より審議結果の報告をお願いします。 

 

○福澤委員長 

それでは議案第２号、現況証明願についてということで、番号１、○○○○氏

より現況証明交付申請がありましたので、ただいま、農業政策委員会を開催した

ところ、認めることになりましたのでご報告申し上げます。以上です。 

 

〇議長（早坂会長） 

只今、福澤農業政策委員長から報告がありましたが、ここでご意見を伺いま

す。ご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

ないようですので、議案第２号現況証明願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、原案どおり認めることといたします。 

                                       

  

◎日程第６ 審議事項 議案第３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）  



 

 

次に議案第３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ありましたので、同法施行令第１５条第

２項の規定によりご審議を求めます。 

 

【議案第３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３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３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、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、農地委員会に付託することといたします。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４６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、高木農地委員長より審議結果の報告をお願いします。 

 

○髙木委員長 

   議案第３号農地法第５条の規定による許可申請についてですけれども、慎重審

議を重ねていった結果、認めていくということで決定いたしましたのでご報告い

たします。 

 

○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、議案第３号については、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、申請どおり認めることに決定いたしました。 

                                       

 ◎日程第６ 審議事項 議案第４号 平成２７年度の活動の点検・評価及び平

成２８年度の目標とその達成に向けた活動計画の決定

について 

 

○議長（早坂会長）  

次に、議案第４号、平成２７年度の活動の点検・評価及び平成２８年度の目

標とその達成に向けた活動計画の決定についてを議題とします。事務局より提

案理由の説明をお願いします。 

 

○事務局（佐々木主査） 

３７ページ、議案第４号ですけれども、平成２７年度の活動の点検・評価及

び、平成２８年度の目標と、その達成に向けた活動計画の決定について、です

が、こちらは今年３月開催の平成２７年度、第１２回農業委員会総会におい

て、ご協議いただいた上、公表しておりましたそれぞれの案について、原案ど

おり決定していただきたく、御審議を求めるものです。    

 

【議案第４号について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

以上、平成２７年度活動点検評価及び、平成２８年度の目標と活動計画の、

決定について、ご審議のうえ、ご決定いただきますよう、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４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） 

 

○議長（早坂会長） 

ないようですので、議案第４号については、原案どおり決定していくこととし

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、原案どおり決定いたしました。以上で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）  

４５ページ６月の日程について主な内容についてご説明いたします。 

 

【６月の日程について朗読、説明】 

 

〇議長（早坂会長） 

日程について、意見、質問ございますか。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

無いようでしたら、次に、その他 

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２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０４分） 

 

 


