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上士幌町農業委員会 
 



 

 

令和４年度 第３回農業委員会総会議事録 

 

 

１．開催日時 令和４年６月２３日（木）午後１時３０分～午後２時２３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    １０番  石 川 信 幸 

６番  髙 木 和 也    １２番  早 坂   均 

７番  草 野 秀 剛    １３番  髙 木 裕 巳 

     

 

      

４．欠席委員（2名）         

     ５番  太 田  晃     １１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  その他 

 

日程第５  協議事項 

         １  国土調査法に基づく農地の確認について 

        ２  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 令和３年度の活動の点検・評価及び令和４年度の最適

化活動の目標設定について  

       

日程第７  その他 

１   春季主要作物生育状況調査結果について 

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    渡 邊 純一郎 

     事務局主幹   谷 尻 常 盤 



 

 

７．傍聴人   なし 

 

８．議事録署名委員 

      ３番  伊 東 昌 弘 

      ６番  髙 木 和 也 

 

                                       

 

◎日程第１ 開会宣言 

 

○１１番（早坂代理） 

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、５番太田晃委員、１１番菅原研委員より欠席との連絡をうけております

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、只今より令和４年度第３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（髙木会長） 

皆さん、こんにちわ。お久しぶりでございます。 

皆さんにコロナに罹らないよう気を付けてくださいと言っていたのですが、自

分が罹ってしまうとは思ってもいなかったのです。体調が悪くなってから良くな

るまで約半月以上かかりました。先日局長と札幌出張に行った際、ＰＣＲ検査を

行い陰性でしたので今はもう大丈夫です。 

今日も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。３番伊東昌弘、６番

高木和也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（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、事務局より報告願います。 

 



 

 

○事務局（渡邊事務局長）  

それでは、2ページをご覧ください。５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】 

 

    以上が５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５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 その他について 

  

○議長（髙木会長）  

次に報告事項２、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、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 国土調査法に基づく農地の確認について 

 

○議長（髙木会長）  

日程第５、協議事項１、「国土調査法に基づく農地の確認について」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。 

 

〇事務局（谷尻主幹） 

    ３ページをご覧ください。協議事項１、国土調査法に基づく農地の確認につ

いて 

    令和４年６月８日付け上士建設第４０２２号により上士幌町長より通知のあ

りました、国土調査法に基づく農地の地目変更について、当該地目変更の可否

について協議を求めます。 

    調査実施地区名ですが、居辺磐城の一部地区。 



 

 

    地目変更を予定する筆数は５３筆です。それでは別紙によりご説明いたしま

す。 

 

【協議事項１について、図面及び議案書をもとに朗読・説明】 

 

   以上ご説明いたしましたが、既に地積調査推進員の菅原研委員及び伊東昌弘委

員には、今回の変更を確認して頂いていることを、建設課からうかがっておりま

す。地目変更の可否について協議よろしくお願います。 

 

○議長（髙木会長）  

    只今、事務局より協議事項１について、変更予定の５３筆について説明があ

りましたが、何かご質疑ございませんか。 

 

 （「なし」の声） 

〇議長（髙木会長） 

ないようですので、原案どおり５３筆の地目変更について決定したいと思いま

すが、これに異議ございませんか。 

 

（「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 その他 

 

○議長（髙木会長）  

次に協議事項２ 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 現況証明願について 

 

○議長（髙木会長） 

次に日程第６、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

り説明願います。 

 



 

 

○事務局（谷尻主幹）  

７ページをご覧ください。議案第１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。今回の申請は、１件となって

おります。 

 

【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（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、農業政策委員会に付託することとします。関谷農業政策副委

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１時５４分) 

       (休    憩)                         

 

(午後１時５５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いたします。 

 

○4番（関谷農業政策副委員長） 

   農業政策委員会に付託なった１件の現況証明願について審議した結果申請どお

り現況証明願を認めていくこととしましたのでご報告いたします。 

 

○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●●●●氏につい

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、申請と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（髙木会長）  

   異議なしと認め、申請と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 令和３年度の活動の点検・評価及び令和

４年度の最適化活動の目標設定について 

 

○議長（髙木会長） 

次に日程第６、次に議案第２号「令和３年度の活動の点検・評価及び令和４年

度の最適化活動の目標設定について」を議題といたします。事務局より説明願い

ます。 

 

○事務局（渡邊事務局長）  

１１ページをご覧ください。議案第２号 令和３年度の活動の点検・評価及び 

令和４年度の最適化活動の目標設定について 

 例年年度初めにご提案しているものでありますけれども、一部様式が変わって

おります。令和４年度の最適化活動の目標案という部分については、２０ページ

から記載しておりますけれども、特に22ページをご覧いただきたいのですが、先

般から活動記録付けてくださいと言っている関係ですけど、大きな２番の最適化

活動の活動目標を盛り込まなくてはならなくなりましたので、目標として日数を

掲げております。それではまた11ページ戻っていただきます。 

農業委員会等に関する法律第３７条及び施行規則第１５条に基づき、毎年６月

３０日までに農業委員会の農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会

における事務の実施状況について公表しなければならないことから、「令和３年

度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」及び「令和４年度の最適化活

動の目標」について、原案のとおり公表したく審議を求めます。 

 

【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（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



 

 

ご意見を伺います。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、議案第２号については、原案どおり決定したいと思います

が、ご異議ありませんか。申請と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（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７ その他１ 春季主要作物生育状況調査の結果について 

 

○議長（髙木会長） 

次に、日程第７ その他１ 春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（谷尻主幹）  

２３ページをご覧ください。春季主要作物生育状況調査の結果について、令和

４年６月２０日に調査を実施した結果について通知がありましたのでご説明いた

します。 

 

【春季主要作物生育状況調査の結果について朗読、説明】 

 

  以上、春季主要作物生育状況調査の結果についての説明といたします。 

 

〇議長（髙木会長） 

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（髙木会長） 

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（髙木会長） 

次に、日程第７ 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（渡邊事務局長）  

２４ページをご覧ください。７月の日程についてご説明いたします。 

 

【７月の日程について朗読、説明】 

 

以上、７月と一部決定しております８月の日程について説明いたしました。委

員さんの日程調整等よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（髙木会長） 

只今、事務局よりその他２について説明がありましたが、何か意見、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、その他２はこれで終わります。 

 

○議長（髙木会長） 

全体をとおして他にご意見・ご質問等ございませんか。 

 

（「なし」の声） 

 

○議長（髙木会長） 

ないようですので、終わっていきたいと思います。 

                                       

 

◎ 閉会宣言 

 

○議長（髙木会長） 

慎重審議ありがとうございました。コロナにはいつ罹ってしまうかわかりませ

ん。皆さんも十分気を付けてください。これをもって、令和４年度第３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２３分） 

 


