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令和２年度 第８回農業委員会総会議事録 

 

 

１．開催日時 令和２年１１月２５日（水）午後１時３0分～午後２時１５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  須 田 芳 美     ８番  大 西 仁 志 

２番  嶋 木 幸 男     ９番  関 谷 光 丸 

３番  伊 東 昌 弘    １１番  菅 原   研 

５番  太 田   晃    １２番  早 坂   均 

６番  髙 木 和 也    １３番  髙 木 裕 巳 

７番  草 野 秀 剛     

     

      

４．欠席委員（2名） 

      ４番  齊 藤 哲 也・１０番  石 川 信 幸 

     

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   農地あっせん申し出の取り下げについて 

       ３   農地のあっせん結果について 

       ４   農地パトロールの実施結果について 

       ５   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   農地のあっせんについて 

         ３   その他 

 

日程第６  審議事項 

      議案第１号  現況証明願いについて 

      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 

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    渡  邊  純一郎 

主  幹   谷 尻 常 盤 



 

 

専 門 員    綿 貫 光 義 

 

７．傍聴人   なし 

 

８．議事録署名委員 

       １１番  菅 原   研 

      １２番  早 坂   均 

                                          

 

◎日程第１ 開会宣言 

 

○１２番（早坂代理） 

皆さん、ご苦労様です。開会前に本日の出席状況について報告いたします。 

本日は、４番齋藤哲也委員と１０番石川信幸委員より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、只今より令和２年度第８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（髙木会長） 

皆さん、こんにちは。昨日は、農地のあっせん契約・現地調査、今日は北海道農業会

議の乾事務局長のご協力により、農業委員として必要な農地法等農業委員制度について

の研修会と2日間大変ご苦労様です。 

今日の研修会及び事務局より農業委員制度についての資料を作成していただいており

ますので、今後の農業委員としての活動に役立たせて頂きたいと思います。 

それでは、大変お疲れとは存じますが、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（髙木会長） 

それでは、日程第３、議事録署名委員の指名を行います。11番菅原研委員、１２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について 

 

○議長（髙木会長）  

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（渡邊事務局長）  

それでは、私の方から１０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１０月の活動報告とさせていただきます。 

 

○議長（髙木会長） 

只今、事務局長より１０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（髙木会長）  

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 農地あっせん申し出の取り下げについて 

 

○議長（髙木会長）  

次に協議事項１、農地のあっせん申し出の取り下げについてを議題といたします。菅

原農地副委員長より報告願います。 

 

○1１番（菅原農地副委員長）  

農地あっせん申し出のありました●●●●氏について、農地委員会で現地調査を実施

し、価格を設定、土地所有者に説明したところ、希望価格に達していないとのことで、

取り下げの申出がありましたので報告いたします。 

 

○議長（髙木会長） 

只今、菅原農地副委員長より報告がありました、農地のあっせん申し出の取り下げに

ついて、何か質問ありますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

○議長（髙木会長） 

   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 農地のあっせん結果について 

 

○議長（髙木会長） 

   次に、報告事項3農地のあっせん結果についてを、菅原農地副委員長より報告願いま

す。 

 



 

 

○1１番（菅原農地副委員長） 

それでは、農地のあっせん結果について、報告いたします。議案の4ページをご覧 

ください。 

    あっせん申出者の●●●●氏の番号1・2・3ですが、令和2年9月28日にあっせん

申し出を受理し、10月8日・9日に農地委員会を開催し、現地調査を実施、土地価格

等を設定し、本人の承諾を得た後、11月2日から13日まで東居辺地域を対象に公募

し、11月16日に農地委員会を開催し、それぞれ配分者を決定しました。 

    まず、番号1ですが、公募の結果2名の配分希望者があり、経営面積、農地の集団

化や種芋団地の維持等総体的な状況を考慮し協議した結果、●●●●●に面積110,3

94㎡ 農地価格21,539,000円で決定しました。 

    次に、番号2ですが、2名の配分希望者があり、協議した結果、●●●●●に面積9

9,867㎡ 農地価格19,880,000円で決定しました。 

    番号3ですが、こちらも2名の配分希望者があり経営面積、農地の集団化や総体的

な状況を考慮し協議した結果、●●●●に面積87,353㎡、農地価格17,242,000円で

決定しました。 

この番号1から番号3については、農地保有合理化事業の買入協議制度を利用する

ことから、関係者及び北海道農業公社との日程調整を行い売買契約を進めてまいりま

す。 

残りの農地2ケ所については、配分希望者がなかったことから、再度同地域に公募

することとしました。 

    次に、番号4の●●●●氏の農地についてですが、番号1から番号3と同日程で農地

委員会を開催し、萩ヶ岡・清水谷地域に公募した結果、4名の配分希望があり、経営

面積、農地の集団化や総体的な状況を考慮し協議した結果、●●●氏に面積115,939

㎡、農地価格16,522,000円で決定しました。 

この土地についても、農地保有合理化事業の買入協議制度を利用することから、関

係者及び北海道農業公社との日程調整を行い売買契約を進めてまいります。 

    次に番号5から番号7の●●●●氏の農地についてですが、8月3日にあっせん申し

出を受理し、番号1から番号4と同じ日程で農地委員会を開催し、上音更地域に公募

した結果、それぞれ1名の配分希望があり、番号5は、●●●●氏に面積53,090㎡、

農地価格9,805,000円で決定、番号6は、●●●●●●●●●に面積18,015㎡、農地

価格3,260,000円で決定し、番号7については、●●●●●に面積49,607㎡、農地価

格7,140,000円でそれぞれ決定いたしました。本件については、11月24日に売買契約

済みとなっています。 

    次に番号8の●●●氏及び番号9●●●●氏の農地ですが、9月10日と9月11日にそ

れぞれあっせん申し出を受理し、同日程で委員会を開催し、北居辺南地域に公募した

結果、それぞれ1名の配分希望があり、番号8は●●●氏に面積48,261㎡、農地価格1

1,341,000円で決定、番号9は、●●●氏に面積23,019㎡、農地価格5,064,000円でそ

れぞれ決定しました。本件についても、11月24日に売買契約済みとなっています。 

    以上、農地のあっせん結果についての報告といたします。 

  

○議長（髙木会長）  

   只今、菅原農地副委員長より報告がありました、農地のあっせん結果について、何か

質問ありますか。 

 

 （「なし」の声） 

 



 

 

○議長（髙木会長） 

   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 農地パトロールの実施結果について 

 

○議長（髙木会長） 

   次に、報告事項4、農地パトロールの実施結果についてを、事務局より報告願いま

す。 

 

○事務局（渡邊事務局長） 

   それては、９ページをご覧ください。報告事項4 農地パトロールの実施結果につい

て、農地法第３０条の規定に基づき農地パトロールを実施しましたので報告いたしま

す。 

   パトロールは１０月２３日に町内全域を対象に、農業委員１3名と事務局2名によ

り、耕作放棄地、農地転用、現況証明、ヤミ小作地等の状況を調査しましたのでその結

果について報告いたします。 

 

  【報告事項４について、議案書をもとに朗読・説明】 

   

   以上、特に問題はありませんでしたが、今後も各農業委員と事務局で随時情報交換や

現地確認を行い、ヤミ小作や耕作放棄地、違反転用等の発生防止に努めていくこととい

たします。 

 

○議長（髙木会長） 

   只今、事務局より報告のありました「農地パトロールの実施結果について」何かご質

問ありますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

○議長（髙木会長） 

   ないようですので報告事項4はこれで終わります。 

 

                                          

 

◎日程第４ 報告事項５ その他について 

  

○議長（髙木会長）  

次に報告事項５、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（髙木会長） 

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（髙木会長）  

次に日程第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）  

   １０ページをご覧ください。協議事項1、農業振興地域整備計画の農用地利用計画の

変更について。 

農業振興地域整備計画の農用地利用計画の変更について、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ます。 

今回は、●●●●氏より格納庫建設のための用途区分変更が１件となっています。 

 

【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が、計画変更の可否について協議願います。 

 

○議長（髙木会長） 

只今、事務局より協議事項１についての提案理由の説明がありましたが、今回は用

途区分変更が１件出されております。 

ご意見を伺います。ご意見ありますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（髙木会長） 

   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、これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

  

〇議長（髙木会長） 

    異議なしと認め、原案どおり決定いたしました。 

 

                                          

 

◎日程第５ 協議事項2 農地のあっせんについて 

  

○議長（髙木会長）  

次に協議事項２、農地のあっせん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、１７ページをご覧下さい。協議事項２ 農地のあっせん申し出について、



 

 

●●●●氏・●●●●氏の所有農地の2件について、農地のあっせん申し出がありまし

たので、協議を求めるものです。 

 

【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が、既に農地委員会で取り進めておりますので、

引き続き進めさせていただきたいと思います。 

 

○議長（髙木会長） 

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、既に農地

委員会において取り組みが進められておりますので、そのとおり決定することとした

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（髙木会長） 

    異議なしと認め、協議事項２については、説明のとおり進めることに決定いたしま

した。 

                                          

 

◎日程第５ 協議事項３ その他について 

 

○議長（髙木会長）  

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（髙木会長） 

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 現況証明願いについて 

 

○議長（髙木会長） 

次に日程第６、審議事項、議案第１号、「現況証明願いについて」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、２２ページをご覧下さい。議案第１号、現況証明願いについて  

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った

ので証明書を交付したく審議を求めます。 

今回は２件の申請がございます。 

 

【議案第１号について、議案書をもとに朗読・説明】 



 

 

 

以上ご説明いたしましたが、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（髙木会長） 

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、皆さんから

ご意見を伺います。ご意見ございますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（髙木会長） 

    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、ご異議ありませんか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（髙木会長）  

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。関谷副委員長よろしくお

願いします。 

   ここで暫時休憩します。 

 

( 午後１時５５分) 

                                (休 憩)                                         

 

(午後２時００分) 

○議長（髙木会長） 

   休憩前に引き続き会議を開きます。それでは、関谷農業政策副委員長より審議結果の

報告をお願いします。 

 

〇９番(関谷農業政策副委員長) 

   農業政策委員会に付託となった、現況証明願いですが、協議した結果、番号１●●●

●●からのと番号２●●●●氏のについて、共に現況証明願いどおりと認めましたので

報告いたします。以上審議結果の報告といたします。 

 

○議長（髙木会長） 

   只今、関谷農業政策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） 

 

○議長（髙木会長） 

   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

議ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 



 

 

○議長（髙木会長）  

異議なしと認め、申請どおり認めることといたします。 

次に、番号２●●●●氏について、ご意見ありますか。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（髙木会長） 

   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

議ありませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

○議長（髙木会長）  

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（髙木会長） 

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（谷尻主幹）  

それでは、３５ページをご覧下さい。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。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６件となっています。 

 

【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お願いいたし

ます。 

 

○議長（髙木会長） 

   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、ここで意見を

伺います。今回は、所有権の移転が６件出されております。 

   始めに番号1についてご意見を伺います。ご意見ありますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（髙木会長） 

    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、ご異議ありませんか。 



 

 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（髙木会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定しました。 

   次に、番号２について、ご意見ありますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（髙木会長） 

    ないようですので、番号２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、ご異議ありませんか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（髙木会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定しました。 

   次に、番号３についてでありますが、当事者の●●●●委員に関係する案件でござい

ますので、法第３１条による議事参与制限となりますので、一時退席願います。 

～退席～ 

それでは番号３について、ご意見ありますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（髙木会長） 

    ないようですので、番号３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、ご異議ありませんか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（髙木会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定しました。 

～着席～ 

   次に、番号４について、ご意見ありますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（髙木会長） 

    ないようですので、番号４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、ご異議ありませんか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（髙木会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定しました。 

   次に、番号５について、ご意見ありますか。 



 

 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（髙木会長） 

    ないようですので、番号５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、ご異議ありませんか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（髙木会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定しました。 

次に、番号６について、ご意見ありますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（髙木会長） 

    ないようですので、番号６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、ご異議ありませんか。 

 

         （「異議なし」の声） 

 

○議長（髙木会長）  

異議なしと認め、原案どおり決定しました。 

 

                                          

  

  ◎日程第７ その他1 今後の日程について 

 

○議長（髙木会長） 

次に、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）  

その他1 今後の日程について、３６ページをご覧下さい。１２月の農業委員会の日

程について、資料によりご説明いたしますので委員さんの日程調整よろしくお願いい

たします。 

 

【資料に基づきついて朗読、説明】 

 

以上、１２月と１月の日程について説明いたしましたが、１２月の第９回農業委員

会総会開催の日に農業委員会忘年会を開催するため●●●を予約しておりますが、現

在のコロナ感染状況等を踏まえ中止したいと思いますが、農業委員さんの判断をお願

いいたします。 

 

○議長（髙木会長） 

   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（髙木会長） 

ないようですので、１２月の総会開催日に予定しておりました、農業委員会の忘年会

については、中止することでご異議ございますか。 

 

       （「異議なし」の声） 

 

○議長（髙木会長） 

   異議なしと認め、忘年会は中止させていただきます。 

      

 

 

○議長（髙木会長） 

   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（髙木会長） 

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（髙木会長） 

大変ご苦労様でした。コロナがだんだん身近に迫ってまいりましたが、絶対罹らない

よう十分注意し年末を過ごしてください。 

それではこれをもって、令和２年度第８回農業委員会総会を閉会いたします。 

今日は大変ご苦労様でした。 

                    （閉会時刻 午後２時１５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


