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上士幌町農業委員会 
 



 

 

令和元年度 第４回農業委員会総会議事録 

 

 

１．開催日時 令和元年７月２２日（月）午前１０時３０分～午前１0時５７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  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 

６番  菅 原   研    

      

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   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 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 下限面積（別段の面積）の設定について  

       

日程第７  その他 

１   農業委員会だより第４６号の発行について 

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 

      ８番  早 坂   均 

      ９番  髙 木 裕 巳 

                                          

 

◎日程第１ 開会宣言 

 

○１０番（佐藤代理） 

皆さん、おはようございます。開会前に本日の出席状況について報告いたします。 

大西委員が若干遅れてくるとの連絡がありましたので報告いたします。本日は農業委員

全員の出席となりますので、上士幌町農業委員会会議規則第８条の規定により総会が成

立していることを宣言いたします。 

それでは、只今より令和元年度第４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、おはようございます。今日は午前中からの総会ということで、１日中日程が

詰まっています。総会が終わった後、農業委員会だより第４６号の発行に向け編集委員

会を開催されます。その後、午後より四者交流（議会議員・農協理事・農民同盟・農業

委員）のパークゴルフ及び懇親会が開催されますが、８月に北十勝一市三町の交流会も

開催される予定でございますので、練習をするつもりで今日は頑張ってください。  

 それでは今日の総会慎重審議、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。８番早坂 均委員、９番髙

木裕巳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６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６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６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 その他について 

  

○議長（早坂会長）  

次に報告事項２、その他についてですが、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 その他 

  

○議長（早坂会長）  

次に協議事項1、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、３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。今月は、所有権の移転が1件となっています。番号1の●●●●氏についてです

が、こちらにつきましては昨年１２月の総会で審議頂いた件です。農地保有合理化事業

の買入制度により、大内洋一氏の農地について農業開発公社が買入れすることとなって

いましたが、農地の一部が農業振興整備計画の農地となっていなかったことから、振興

計画に組み入れてから所有権の移転をすることとなっておりました。今回振興計画に組

み入れることができたことから、農用地利用集積計画を議決いただくものです。 

 

【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１号について提案理由の説明がありましたが、今回は所有

権移転が1件出されております。それでは番号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 現況証明願について 

 

○議長（早坂会長）  

次に議案第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（谷尻主幹）  

４ページをご覧ください。議案第２号、現況証明願について、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、●●●●●氏・●●●氏からの2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、番号１及

び番号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） 

 

〇議長（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。 

齋藤農業政策委員長よろしくお願いいたします。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

 

（午前10時42分） 

                                          

 

○議長（早坂会長） 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前10時45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。 

 

○１番(齊藤委員長) 

それでは、只今、政策委員会を開催し議案第２号の現況証明願について、審議を行い

ましたので、その結果を報告をさせていただきます。番号1と番号2ともに地目は畑と

なっていますが、利用状況は申請どおり山林及び雑種地となっておりますので、現況証

明願どおり認めていくこととしましたので報告します。以上でございます。 

 

〇議長（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の●●●●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、番号1は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の●●●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、番号２は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３号 下限面積（別段の面積）の設定について 

 

○議長（早坂会長）  

次に議案第３号、下限面積（別段の面積）の設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（谷尻主幹）  

それでは、11ページをご覧下さい。令和元年度の下限面積（別段の面積）の設定に

ついて、農地法施行規則第１７条の規定に基づき、下記のとおり提案し審議を求めま

す。昨年と同様に下限面積を2haとするものです。 

 

【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が、下限面積の設定について、毎年審議しなけれ

ばなりませんでしたが、しなくていいことににりましたので、変更がない場合は来年

度からは報告事項として報告させていただきます。以上ご審議の上、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、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、原案どおり決定いたしました。審議事項はこれで終わります。 

                                          

  

 ◎日程第７ その他1 農業委員会だより第4６号の発行について 

 

○議長（早坂会長） 

次に、その他１ 農業委員会だより第4６号の発行について事務局より説明願いま

す。 

 

○事務局（綿貫専門員）  

その他１ 農業委員会だより第４６号の発行について、編集委員会を開催し進めたい

と思います。 

 

【資料に基づきついて朗読、説明】 

 

○議長（早坂会長） 

   事務局からの説明について質問・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）  

その他２ 今後の日程について、14ページをご覧下さい。8月の農業委員会の日程に

ついて説明いたします。 

 

【資料に基づきついて朗読、説明】 

 

 

○議長（早坂会長） 

   事務局からの説明について質問・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。 

    

 

○議長（早坂会長） 

   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） 

 

○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、令和元年度第４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 午前10時57分） 

 


