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上士幌町農業委員会 
 



 

 

平成２9年度 第１１回農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成３０年２月２３日（金）午後２時００分～午後２時４５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  阿 部   修     ７番  関 谷 光 丸 

２番  齋 藤 哲 也     ８番  早 坂   均 

３番  山 本 弘 一     ９番  髙 木 裕 巳 

４番  大 井 隆 行    １０番  佐 藤   清 

５番  大 西 仁 志    １１番  早 坂 晴 雄 

      

４．欠席委員（1名） 

６番  菅 原   研     

 

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  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  平成３１年度農業政策と予算に関する要望について 

           ２  平成３０年度農業委員会予算審査結果について 

           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    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 

      ７番 関 谷 光 丸・ ８番 早 坂   均 

 

                                       

 

◎日程第１ 開会宣言 

 

○１0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、菅原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条の規定により在任委員の過半数が出席しておりますので、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1１回農業委員会総会を開催いたします。 

  はじめに、会長より開会のご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。だんだん春らしくなってきましたが、まだまだ寒さは厳し

い状況です。この後、北十勝一市三町の農業委員三役の研修会が開催される予定

となっていますが、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。７番関谷光丸委員、

８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、私の方から報告事項１、農業委員会の1月の活動状況についてご報

告いたします。ページは２ページになります。 

 

【報告事項１について、議案書をもとに朗読・説明】 

 



 

 

    以上、1月の農業委員会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1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

報告願います。 

 

○事務局（櫻井主査） 

議案は、3ページになります。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。今回、賃貸借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】 

 

○議長（早坂会長）  

   只今、事務局より報告のありました賃貸借の合意解約についてご質問はありま

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）  

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 その他について 

 

〇議長（早坂会長） 

  次に、日程第５ 協議事項1 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 

 

〇議長（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。事務局より提案理由の説明をお願いします。 

 

○事務局（櫻井主査） 

   議案は4ページからになります。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ったので証明書を交付したく審議を求めるもの

です。今回の申請は２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】 

 

ご審議の上、ご可決下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、事務局より議案第１号について提案理由の説明がありましたが、番号1

と番号２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、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、ご異議ございませんか。 

 

（「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。 

 

（午後2時8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12分） 

 

○議長（早坂会長） 

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します。 

 

○２番(齋藤農業政策委員長) 

只今、農業政策委員会を開催し現況証明願について検討いたしました。番号1

番及び番号2番の現況証明についていずれも承認していくことで決定いたしまし

たので、ご報告申し上げます。以上でございます。 

 

○議長（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●●●●●●●●

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、申請どおり認めることといたします。 

 

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） 

 

○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、申請どおり認めることといたします。 

 

                                       

◎日程第６ 議案第２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2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いたします。 

 

○事務局（櫻井主査） 

議案は12ページになります。農地法第５条の規定による許可申請があります

ので、同法施行令第15条第２項の規定により審議を求めるものです。今回、1件

の申請がございます。 

 

【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。ご審議の上、ご可決下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、事務局より議案第２号について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2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、ご異議ございませんか。 

 

（「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。それでは、髙木農地委

員長よろしくお願いいたします。ここで暫時休憩します。 

 

（午後2時14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19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。 

 

○２番(髙木農地委員長) 

議案第2号の農地法第５条の規定による許可申請についてですが、慎重審議の

結果、許可していくということで決定いたしましたので、ご報告申し上げます。

以上でございます。 

 

○議長（早坂会長） 

   只今、高木農地委員長から報告がありましたが、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、番号1について申請どおり一時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した。 

 

                                       

◎日程第７ その他1 平成31年度農業政策と予算に関する要望について 

 

○議長（早坂会長） 

   次に、日程第7、その他１ 平成31年度農業政策と予算に関する要望につい

て、事務局より説明願います。 

 

○事務局（佐藤局長） 

   平成31年度農業政策と予算に関する要望について、本年5月30日開催予定の北

海道選出国会議員要請集会に向けた要望意見の取りまとめの依頼があり、農業会

議に期日までに提出したいので、本町からの要望内容について報告いたします。 

 

 （【その他1について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

○議長（早坂会長） 

   只今、事務局から要望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、その他1はこれで終わります。 

 

                                       

◎日程第７ その他2 平成30年度農業委員会予算査定結果について 

 

○議長（早坂会長） 

   次に、日程第7、その他2 平成30年度農業委員会予算査定結果について、事

務局より説明願います。 

 

○事務局（綿貫専門員） 

   25ページになります。平成30年度の農業委員会の予算査定の結果について、

ご説明いたします。 

 

（【その他2について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

○議長（早坂会長） 

   只今、事務局よりその他2について説明がありましたが何かご意見、ご質疑等

ございますか。はい、山本委員 

 

○3番（山本委員） 

   昨年、農業委員の改選があったが、農業委員の欠員が生じている。何が問題で

欠員になったのか、原因の一つに委員報酬の低さが上げられるのではないか。議

会議員も審議会を立ち上げて議員報酬の見直しを次年度に向けて進める予定とな

っている。農業委員の報酬についても引上げに向けて努力をするべきである。 

 

○事務局（佐藤局長） 

   委員報酬については、理事者にも委員報酬の引上げを要請したところですが、

十勝管内の中でも低い状況にないことと、教育委員等の委員報酬との兼ね合いで

農業委員だけ見直すことができない状況となっています。 

本町だけで見直しを行うことは難しいので、今日の北十勝一市三町の三役研修会

の議題にも上げていますが、まず、管内の農業委員会として共通認識に立ち町村

会や市町村長に要請していく等、環境を整えていくよう次年度に向け取り組んで

行きたいと考えているところです。 

 

○3番（山本委員） 

   局長の言うことは理解できます。何故、私が話しをするかというと、農業委員

と教育委員と一緒にはならない。農業委員は農地の集積や農地の売買等での、現

地に赴いたり調整活動など精神的に大変な事である。今後、更に農地の流動化等

の業務が多くなり調整活動も多くなる状況にある。来年度に向けて会長、会長代

理、事務局長ともに報酬引き上げに向けて頑張ってほしい。 

 

○事務局（佐藤局長） 

   追加でお話をしますと、今言った調整すること、現地に赴くこと等、農業委員

会の活動強化のため、農地利用最適化事業が創設されているので、この事業を活



 

 

用しながら農業委員報酬の引上げに向け努めていきたい。 

 

○議長（早坂会長） 

   その他、何かございませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

なければその他2はこれで終わります。 

 

                                       

◎日程第７ その他3 今後の日程について 

 

○議長（早坂会長 

次に、日程第７ その他3「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) 

3月の農業委員会の日程についてご説明いたします。 

 

【3月の日程について朗読、説明】 

 

〇議長（早坂会長） 

只今、事務局よりその他3について説明がありましたが何かご意見、ご質疑等

ございますか。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

ないようですので、その他3はこれで終わります。 

 

○議長（早坂会長） 

   その他、全体を通してご意見・ご質疑等ございますか 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

ないようですので、それでは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11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45分） 

 

 

 


