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上士幌町農業委員会 
 



 

 

平成２9年度 第２回農業委員会総会議事録 

 

 

１．開催日時 平成２9年５月２５日（木）午後２時００分～午後3時03分 

 

２．開催場所 上士幌町議会委員会室 

 

３．出席委員（１1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    １１番  佐 藤   清 

５番  早 坂   均    １２番  早 坂 晴 雄 

６番  阿 部   修          

      

４．欠席委員  １０番  髙 木 裕 巳 (1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   農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更につい

て 

         ２   上士幌町農業後継者対策推進協議会推進員の推薦に

ついて 

３   その他 

 

日程第６  審議事項 

      議案第１号 現況証明願について 

      議案第２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３号 農地法第４条の規定による許可申請について 

      議案第４号 平成28年度の活動の点検・評価及び平成29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   上士幌町農業委員会委員候補者の推薦・応募状況



 

 

について 

３   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 

      9番  橋 本 正 則 

      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、髙木農地委員長が欠席の報告がありますが、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２９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、ご苦労様です。 

天気が続いて農作業もだいぶ進んだのでは思います。今回の農業委員会委員候

補者の推薦・応募については締め切られました。残念ですが定員より２名足りな

かったという状況でした。詳しくは後ほど事務局長より報告があろうかと思いま

す。今日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。9番橋本正則委員、

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、事務局より報告願います。 

 

○事務局（佐藤事務局長）  

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事務局より報

告お願いします。 

 

○事務局（櫻井主査）  

報告事項２、賃貸借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。 

今回は、賃貸借1件・使用貸借１件の通知がありました。 

 

【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、事務局より報告のありました使用貸借・賃貸借の合意解約について、何

か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、報告事項２はこれで終わります。 

                                       

 

◎日程第４ 報告事項３ その他について 

 

  

○議長（早坂会長）  

次に報告事項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。次に移ります。    

   

                                       

 

◎日程第５ 協議事項1 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1、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用途区分の変更が2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） 

4ページ協議事項1、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

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1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●●委員に関係する案件ですので、ここで退席をお願いいたします。 

 

－ ●●委員退席 － 



 

 

 

○議長（早坂会長） 

それでは番号1(●●●●氏)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、原案どおり用途区分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） 

 

〇議長（早坂会長） 

異議なしと認め、原案どおり認めることに決定いたしました。 

 

－ ●●委員着席 － 

  

○議長（早坂会長）  

次に番号2(●●●●氏)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2について原案どおり用途区分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） 

 

〇議長（早坂会長） 

異議なしと認め、原案どおり認めることに決定いたしました。 

 

                                      

◎日程第５ 協議事項2 上士幌町農業後継者対策推進協議会推進員の推薦

について 

 

〇議長（早坂会長） 

   次に、協議事項2 上士幌町農業後継者対策推進協議会推進員の推薦について

を議題といたします。事務局から提案説明をお願いいたします。 

 

○事務局(佐藤局長) 

      私より、上士幌町農業後継者対策推進協議会推進員の推薦についての提案理由

の説明をさせていただきます。今回、２名の推進員の推薦依頼がありましたので

推薦をお願いいたします。 

現在、橋本委員と阿部委員が推進員となっています。任期は、平成29年6月1

日から平成32年5月31日までの3年間です。今年は、改選期となっており、三役



 

 

会議で協議しましたが、任期の７月１９日まで継続していただき新体制で改めて

協議いただきたいと思います。 

 

【議案書をもとに朗読・説明】 

 

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、この件につい

てご意見等ございますか。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

   ないようですので、今年は改選期であることから、先の三役会議の中で協議い

たしましたが、現行委員の橋本委員・阿部委員に継続して担ってもらうこととし

たいと思いますが、これに異議ございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

   異議なしと認め、橋本正則委員・阿部修委員を推薦することといたします。任

期は農業委員の任期であります、7月19日までとし、改選後については、次期体

制の中で改めて協議することとします。 

   協議事項2はこれで終わります。 

 

                                       

◎日程第５ 協議事項3 その他について 

 

○議長（早坂会長） 

   次に、協議事項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、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 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）  



 

 

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、継続審議1件と申請

5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】 

 

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号についての、提案理由の説明がありましたが、番

号2・番号3について、私と●●委員に関係する案件ですので、ここで退席をい

たします。尚、この後の議事進行は、佐藤会長代理の方にお願いいたします。 

 

－ 早坂会長・●●委員退席 －  

 

○議長(佐藤会長代理) 

   それでは引き続き議事を進めます。 

   只今、事務局より議案第1号について提案説明がありましたが、番号1から番

号6についてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（佐藤会長代理） 

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） 

 

○議長（佐藤会長代理）  

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21分） 

                                     

 

○議長（佐藤会長代理） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後2時27分） 

○議長（佐藤会長代理） 

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。 

 

○１番(福澤委員長) 



 

 

ただいま、農業政策委員会を開催し、現況証明願ということで提出されました

6件について政策委員会の審議結果を報告いたします。継続案件となっていまし

た番号1については、認めることとし、番号2から番号6についても認めることと

しましたのでご報告申し上げます。以上でございます。 

 

○議長（佐藤会長代理） 

   只今、福澤農業政策委員長から報告がありましたが、まず、番号2及び番号3に

つきまして、先に審議を行うことに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（佐藤会長代理） 

それでは、福澤農業政策委員長から報告がありました佐藤号2(●●●●氏)に

ついてご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

○議長（佐藤会長代理） 

ないようですので、番号2については、申請どおり認めていくこととしたいと

思いますが、ご異議ございますか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（佐藤会長代理）  

異議なしと認め、申請どおり認めることといたします。 

 

○議長（佐藤会長代理） 

   次に、番号3(●●●●氏)について、ご意見ございますか。 

 

（「なし」の声） 

○議長（佐藤会長代理） 

ないようですので、番号3については、申請どおり認めていくこととしたいと

思いますが、ご異議ございますか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

○議長（佐藤会長代理）  

異議なしと認め、申請どおり認めることといたします。ここで暫時休憩いたし

ます。 

 

－ 早坂会長・●●委員着席 － 

 

○議長（佐藤会長代理） 

   それでは、この後の進行につきましては早坂会長にお願いいたします。 



 

 

 

○議長（早坂会長） 

   それでは、番号1(●●●氏)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、申請どおり認めていくこととしたいと

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、申請どおり認めることといたします。 

 

○議長（早坂会長） 

   次に、番号4(●●●●氏)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４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。 

 

○議長（早坂会長） 

   次に、番号５(●●●●氏)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５については、申請どおり認めていくこととしたいと

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、申請どおり認めることといたします。 

 



 

 

○議長（早坂会長） 

   次に、番号6(●●●●氏)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6については、申請どおり認めていくこととしたいと

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、申請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２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２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）  

37ページ議案第２号、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。今回は、所有権1件、賃借権の設定3件、使用貸借権１件が提出されてお

ります。 

【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。今回は、所有権1件、賃借権の設定が3件、使用貸借権１

件が出されております。１件ごとに審議しますのでよろしくお願いします。始

めに番号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、所有権を移転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。 

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３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３について、賃借権を設定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） 

 

○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４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４について、賃借権を設定することとし決定いたし

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５使用貸借権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５について、使用貸借権を設定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） 

 

○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３号、農地法第4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３号、農地法第4条の規定による許可申請

についてを議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いします。 

 

○事務局（櫻井主査）  

39ページになります。議案第３号、農地法第4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３条の規定により審議を求めます。 

 

【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号について提案理由の説明がありましたが、第号1

につきましては●●委員に関係する案件ですので、ここで退席をお願いいたしま

す。 

 

－ ●●委員退席 － 

 

○議長 (早坂会長) 

   それでは、番号1から番号3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。本日は、髙木農地

委員長が欠席のため、早坂均農地副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。 

 

（午後2時43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47分） 

○議長（早坂会長） 

それでは、早坂農地副委員長より審議結果の報告をお願いします。 

 

○早坂均農地副委員長 

   それでは、報告をいたします。４条転用の１番●●●●氏、２番●●●氏、３

番●●●●氏について、それぞれ協議した結果３件とも認めていくこととしまし

たので報告いたします。 

 

○議長（早坂会長） 

   只今、早坂農地副委員長より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） 

 

○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） 

 

〇議長（早坂会長） 

異議なしと認め、原案どおり許決定いたしました。 

 

－ ●●委員着席 － 

 

〇議長（早坂会長） 

   次に、番号2(●●●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2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） 

 

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す。 

 

〇議長（早坂会長） 

   次に、番号3(●●●●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3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） 

 

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す。 

 

                                     

  

 

◎日程第６ 審議事項 議案第４号、平成28年度の活動の点検・評価及び平

成29年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、日程第６、審議事項、議案第４号、平成28年度の活動の点検・評価及

び平成29年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（綿貫専門員）  

87ページになります。議案第４号、平成28年度の活動の点検・評価及び平成2

9年年度の目標とその達成に向けた活動計画について、原案のとおり決定したく

審議を求めます。 

 

【議案第4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４号の提案理由の説明がありました、平成28年度の

活動の点検・評価及び平成29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、ここでご意見を伺います。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、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） 

 

〇議長（早坂会長） 

異議なしと認め、議案第４号については、原案どおり決定いたします。 

以上で審議事項はこれで終わります。 

 

                                       

  

◎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1 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）  

100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。ないようですので、その他1につい

てはこれで終わります。 

 

（「なし」の声） 

 

                                       

 

◎日程第７ その他２ 上士幌町農業委員会委員候補者の推薦・応募状況に

ついて 

 

○議長（早坂会長） 

次に、日程第7、その他2、上士幌町農業委員会委員候補者の推薦・応募状況 

について、事務局より提案理由の説明をお願いします。 



 

 

 

○事務局（佐藤事務局長）  

   別紙資料により、上士幌町農業委員会委員候補者の推薦・応募状況について朗

読、説明。 

    

○議長（早坂会長）  

只今、事務局より農業委員会委員候補者の推薦・応募状況について説明があり

ましたが、ご意見等ございますか。 

 

（「なし」の声） 

 

 

                                       

  

○議長（早坂会長） 

ないようでしたら、次に、その他のその他 皆さんから何かございますか。 

 

○事務局（綿貫専門員）  

   最後にお願いですが、年金協議会の会費ですが、現金で納入する会員からの会

費の徴収をお願いいたします。封筒に徴収会員名と領収書を入れてありますの

で、できれば６月中に徴収していただきたいと思いますので、ご協力をお願いい

たします。 

 

○議長（早坂会長） 

   事務局から、年金協議会の会費の徴収について説明がありましたが、何かご質

問等ございますか。 

ないようですので、これ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03分） 

 

 

 

 


