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平成３０年度 第６回農業委員会総会議事録 

 

 

１．開催日時 平成３０年９月２６日（水）午後７時００分～午後８時００分 

 

２．開催場所 上士幌町議会委員会室 

 

３．出席委員（９名） 

１番  阿 部   修     ７番  関 谷 光 丸 

２番  齋 藤 哲 也     ８番  早 坂   均 

４番  大 井 隆 行    １０番  佐 藤   清  

５番  大 西 仁 志    １１番  早 坂 晴 雄 

６番  菅 原   研    

    

      

４．欠席委員（ ２名） 

     ３番  山 本 弘 一  ９番  髙 木 裕 巳        

     

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   農地法第１８条第６項の規定による通知について 

        ４   その他 

 

日程第５  協議事項 

         １   農地パトロール(利用状況調査)の実施について 

         ２   農地のあっせん申し出について 

         ３   農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更について 

         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 農地法第５条の規定による許可申請について 

      議案第３号 現況証明願について 

       

日程第７  その他 

１   秋季主要作物生育状況調査の結果について 

２   今後の日程について 

３   その他       

 

６．農業委員会事務局職員 



 

 

     事務局長    佐 藤 桂 二 

     事務局主幹   谷 尻 常 盤 

     事務局専門員  綿 貫 光 義 

 

７．傍聴人   なし 

 

８．議事録署名委員 

      ４番  大 井 隆 行 

５番  大 西 仁 志       

                                          

 

◎日程第１ 開会宣言 

 

○１０番（佐藤代理） 

皆さんこんばんは、開会前に本日の出席状況を報告いたします。 

本日は髙木委員、山本委員より欠席の連絡を受けておりますが、上士幌町農業委員会会

議規則第８条の規定により在席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３０年度第６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） 

皆さんお晩でございます。今日の仕事を終え大変お疲れとは思いますが、本日の総会 

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番大井隆行委員、5番大

西仁志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、事務局より報告お願いします。 

 

○事務局（佐藤事務局長）  

それでは、私の方から８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８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８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、早坂農地副委員長より報告願いま

す。 

 

○８番（早坂農地副委員長）  

    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、取り組み経過について報

告いたします。 

    番号1の農地あっせん申出者●●●●氏については、7月12日に農地委員会で現地

調査後、土地の評価を行い農地価格を算定しました。その後、8月1日から10日まで

の期間で町内全域を対象に公募したところ4名の配分申請があり、8月23日に農地委

員会を開催し、経営面積、農地の集団化等総体的な状況を考慮した結果、●●●●氏

に配分決定しました。 

    次に番号2の農地あっせん申出者●●●●氏については、8月23日に農地委員会で

土地の評価を行い農地価格を算定しました。土地の利用状況等を考慮し●●●●●●

●に指定あっせんすることとし、9月5日に売買契約を行いました。 

    以上、農地あっせんについての報告といたします。 

 

○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「農地のあっせんについて」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２はこれで終わります。 

 

                                          

 

◎日程第４ 報告事項３ 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３、「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

報告願います。 

 

〇事務局（谷尻主幹） 

   それでは、４ページをご覧下さい。賃貸借等の合意解約をした旨、農地法第１８条第

６項の規定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２件の報告となります。 

 

【報告事項3について、議案書をもとに朗読・説明】 

 

○議長（早坂会長）  

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

か。 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

   ないようですので、報告事項３はこれで終わります。 

 

                                          

◎日程第４ 報告事項４ その他 

  

○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 農地パトロール(利用状況調査)の実施について 

 

○議長（早坂会長）  

次に、日程第５、協議事項１「農地パトロール(利用状況調査)の実施について」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。 

 

〇事務局（谷尻主幹） 

それでは、５ページをご覧下さい。農地法第３０条の規定に基づき農地のパトロール

(利用状況調査)を実施することとしたいので、協議を願うものです。 

 

【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。 

 



 

 

○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、今年は１０月

２５日(木)午前９時から巡回することとし、巡回先につきましては三役会議において選

定した１０ヶ所を中心に、その他皆さんからのご指示に基づき対象地を選定したいとい

う提案ですが、この件についてご意見等ございますか。はい、４番大井委員 

 

○４番（大井委員） 

    勢多の●●●●氏が所有している放牧地について、馬の放牧をしていない状況で原

野化しているのではないかと思われけるので、この場所についても皆さんでパトロー

ルを実施してはどうか。 

 

〇事務局（谷尻主幹） 

    この件については、局長とも話をしており、今回、●●●●●●●●●●●●へ行

く予定なのでその帰りに寄って調査を実施したいと思います。 

 

〇事務局（佐藤局長） 

    事務局からですが、昨年まで改善指導文書を出していた●●●●について、今回巡

廻をし、指導通り改善されているか確認し皆さんのご意見を伺いたいので、巡回ヵ所

に加えさせて頂きたい。 

  

○議長（早坂会長） 

    他にご意見ありませんか。ないようですので、６,７ページの農地パトロール対象

地一覧表からビックアップした１０ヶ所に皆さんから要望された対象地を加え巡回し

たいと思います。 

 

○議長（早坂会長） 

    それでは、只今確認されました箇所を巡回することとし、協議事項1については原

案どおり実施することに決定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、協議事項１については、原案どおり実施することに決定いたしま

した。 

 

                                          

 

◎日程第５ 協議事項２ 農地のあっせん申し出について 

 

 

○議長（早坂会長）  

次に、日程第５、協議事項２、「農地のあっせん申出について」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（谷尻主幹） 

それでは、８ページをご覧下さい。農地のあっせん申し出が４件ありましたので、協



 

 

議をお願いするものです。1番、2番については、一般あっせんですが、3番、4番につ

いては、保有合理化事業により進める予定です。 

 

【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。 

 

○議長（早坂会長）  

   只今、事務局より協議事項２について提案理由の説明がありましたが、ここでご意見

ございますか。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） 

 

 ○議長（早坂会長） 

    ないようですので、協議事項２については、「農地委員会」に付託して進めること

として決定したいとおもいますが、これに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、協議事項２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。 

                                          

 

◎日程第５ 協議事項３ 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3、「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地区分の変更２件、申請地区域からの除外が

１件出されております。事務局から提案理由の説明をお願いいたします。 

 

〇事務局（谷尻主幹） 

それでは、1８ページをご覧下さい。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協議を求

めるものです。 

 

【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。 

 

○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、最初に番号1

●●●●●●●●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、原案どおり決定いたします。 

 

〇議長（早坂会長） 

   次に番号２●●●●●●●●●●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については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３については原案どおり申請区域からの除外を認めることと

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、原案どおり決定いたします。 

 

                                          

   

◎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） 

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（谷尻主幹）  

それでは、３６ページをご覧下さい。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、所有権の移転が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】 

 

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、所有権の移転が２件出されております。最初に番号1について

ご意見ございますか。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について所有権を移転す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。 

 

○議長（早坂会長）  

   次に番号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、番号２について所有権を移転す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。 

 

                                          

 

◎日程第６ 審議事項 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） 

日程第６、審議事項、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。事務局より提案理由の説明をお願いします。 

 

○事務局（谷尻主幹）  

それでは、３７ページをご覧下さい。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項の規定により審議を求めるものです。 

 

【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２号について提案理由の説明がありましたが、何かご意見

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「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」に付託することとします。それでは、早坂農地副

委員長よろしくお願いいたします。 

ここで暫時休憩します。 

（午後7時31分） 

                                          

 

○議長（早坂会長） 



 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後7時45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。 

 

○８番（早坂農地副委員長） 

   それでは報告いたします。許可申請のありました1番●●●●氏について、農地委員

会で協議した結果、転用を認めていくことで決定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） 

 

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、原案どおり決定いたしました。 

                                          

 

◎日程第６ 審議事項 議案第３号 現況証明願について 

 

○議長（早坂会長） 

日程第６、審議事項、議案第３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（谷尻主幹）  

それでは、５１ページをご覧下さい。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。 

 

【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、何かご意見

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」に付託することとします。それでは、齋藤農

業政策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7時50分） 

                                          

 

○議長（早坂会長） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後7時55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） 

   農業政策員会の審議の結果、番号１の●●●●氏については、現況証明願どおり認め

ていくこととしましたので報告させていただきます。 

 

○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●●●●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７ その他1 秋季主要作物生育状況調査の結果について 

 

○議長（早坂会長） 

次に、その他1 「秋季主要作物生育状況調査の結果」について事務局より説明願

います。 

 

○事務局（綿貫専門員）  

    それでは５５ページをご覧下さい。平成３０年９月２０日に実施した秋季主要作物

の生育調査の結果に関し通知ありましたので報告いたします。 



 

 

  

【その他１の添付資料をもとに朗読・説明】 

 

○議長（早坂会長） 

    只今、事務局よりその他１について説明がありましたが、何か意見・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、その他１はこれで終わります。 

 

                                          

  ◎日程第７ その他２ 今後の日程について 

 

○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）  

   それでは、５８ページをご覧下さい。１０月の農業委員会の日程についてご説明いた

します。 

 

【資料に基づきついて朗読、説明】 

 

○議長（早坂会長） 

   事務局からその他2についての説明がありましたが、何か質問・意見がございません

か。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（早坂会長） 

   ないようですので、その他２はこれで終わります。 

 

                                          

  ◎日程第７ その他３ その他について   

 

○議長（早坂会長） 

   それでは、全体をとおして他にご意見・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、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３０年度第６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8時00分） 

 


