
 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 

 

第４回 
 

 

農業委員会総会議事録 
 

 

 

 

 

令和４年７月２５日 開 会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上士幌町農業委員会 
 



 

 

令和４年度 第４回農業委員会総会議事録 

 

 

１．開催日時 令和４年７月２５日（月）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（１２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 

４番  大 道 欣 実    １１番  菅 原   研 

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（１名）         

      ５番  太 田   晃 

 

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  農業委員会委員の選任と議席の決定について 

３  選任農業委員就任挨拶 

４  その他 

 

 

日程第５  協議事項 

        １  農業政策委員長及び副委員長の選出について 

２  農地政策委員長挨拶 

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 地目変更について  

 

日程第７  その他 

１   農業委員会だより第５２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    吉 永 雅 一 

     事務局主幹   谷 尻 常 盤 

 

７．傍聴人   なし 

 

８．議事録署名委員 

      ７番  草 野 秀 剛 

       ８番  大 西 仁 志 

 

                                       

 

◎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４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、こんにちは。 

音更でも小麦の収穫が始まり、何かと気ぜわしいことと思いますが、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（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。７番草野秀剛委員、

８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（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（吉永事務局長）  

それでは、２ページをご覧ください。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】 

 

    以上が６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（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 農業委員会委員の選任と議席の決定について 

 

○議長（髙木会長）  

次に報告事項２、農業委員会委員の選任と議席の決定について、事務局より報

告願います。 

 

○事務局（吉永事務局長） 

   「１．農業委員会委員の選任について」報告理由の説明をいたします。 

   報告事項２、農業委員会委員の選任と議席の決定について。 

上士幌町農業協同組合の推薦により選任されていた「齋藤哲也」委員が、任期

満了により農協理事でなくなったため、農業委員会等に関する法律第13条第１項

の規定に基づき辞任されました。このことに伴い、同法第9条第1項及び上士幌町

農業委員会の委員の選任に関する規則第2条第2号の規定に基づき、同組合の推薦

を経て、町長より選任辞令が交付されました。選任された委員は、上士幌町字上

音更東1線２７５番地 大道欣実さん 昭和36年1月12日生まれ、選任年月日は令

和4年7月1日でございます。 

次に「２．農業委員会委員の議席の決定について」報告理由の説明をいたしま

す。 

農業委員会委員の議席につきましては、上士幌町農業委員会会議規則第7条第2

項の規定により「前任者の議席」と定められておりますので、大道委員の議席番

号は4番とさせていただくことをご報告いたします。 

 

○議長（髙木会長） 

   只今、事務局長より委員の選任と議席の決定について報告がありましたが、何



 

 

か質問ありますか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（髙木会長） 

ないようですので、報告事項２は、これで終わります。次に移ります。    

 

                                       

 

◎日程第４ 報告事項３ 選任農業委員就任挨拶 

 

  

○議長（髙木会長）  

次に報告事項３ 選任農業委員の就任挨拶を行います。 

大道欣実農業委員よりご挨拶をお願いいたします。 

 

○４番（大道委員） 

   大道欣実農業委員挨拶 

上音更地区で畑作４品と和牛をやっております。大道です。よろしくお願いし

ます。何分何もわからないのですが、皆さんに教えてもらいながら、少しづつ勉

強していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

〇議長（髙木会長） 

大道農業委員よろしくお願いいたします。次に移ります。       

                                       

 

◎日程第４ 報告事項４ その他について 

 

  

○議長（髙木会長）  

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（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 農業委員会農業政策委員長及び副委員長の選出につ

いて 

○議長（髙木会長）  

日程第５、協議事項１「農業委員会農業政策委員長及び副委員長の選出につい



 

 

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（吉永事務局長） 

上士幌町農業委員会組織運営規程第6条及び第7条の規定により、農業政策委

員会の委員長及び副委員長の選出を求めるものであります。このことは、農業政

策委員長に任命されていた齋藤哲也委員が農業委員を辞任したことに伴う手続き

でございます。 

また、農業政策委員会につきましては、組織運営規程第5条第1項に農業政策委

員会を置くこととされていますが、農業政策委員会の構成につきましては、組織

運営規程第14条の規定に基づいて、委員の選任については会長より案をお示しす

ることとしたいと思います。この件についてご協議いただきますようお願いいた

します。 

 

○議長（髙木会長）  

只今、事務局長から提案理由の説明がありましたが、おはかりいたします。 

農業政策委員会の選任につきましては、会長に一任いただきたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（髙木会長） 

異議なしと認め、農業政策委員会の委員の選任について、会長に一任すること

とします。 

ここで暫時休憩します。 

                                    (午後１時４０分) 

       (休    憩)                         

 

(午後１時４１分) 

○議長（髙木会長）  

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

農地政策委員会の委員について事務局長より報告いたします。 

 

○事務局（吉永事務局長） 

報告いたします。大道欣実委員を農業政策委員に選任いたします。 

 

○議長（髙木会長）  

      只今、事務局長が報告したとおり選任することに決定したいと思いますが、ご

異議ございますか。 

 

 

 （「なし」の声） 

 

〇議長（髙木会長） 

異議なしと認め、報告のとおり決定いたします。 



 

 

それでは、次に移ります。 

農業政策委員会の委員長及び副委員長の選出をお願いします。 

農業政策委員会の皆さんは、この場所において打合せをしていただき、委員長・

副委員長の選出をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

ここで暫時休憩します。 

                                    (午後１時４３分) 

       (休    憩)                         

 

(午後１時４５分) 

 

○議長（髙木会長）  

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

   関谷農業政策副委員長から、新しい委員長及び副委員長の報告をお願いしま

す。 

 

○９番（関谷農業政策副委員長） 

   それでは報告します。新し委員長に大道欣実農業委員、副委員長には関谷光丸

農業委員に決定しました。 

 

○議長（髙木会長）  

   只今、農業政策副委員長から報告のあったとおり決定いたしました。 

 

                                       

 

◎日程第５ 協議事項２ 農業政策委員長の挨拶 

 

○議長（髙木会長）  

日程第５、協議事項２、「農業政策委員長の挨拶」を行います。 

大道欣実農業政策委員長よりご挨拶をお願いします。 

 

○４番（大道農業政策委員長） 

   ～大道農業政策委員長挨拶～ 

   前専務の農業政策委員長より引継ぎを受けてますし、農協に関連する事項も多

いので、農業政策委員長を受けさせてもらいます。微力ですが少しづつ勉強して

いきますので、よろしくお願いします。 

 

○議長（髙木会長） 

   大道農業政策委員長、よろしくお願いいたします。次に移ります。  

 

                                       

 

◎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（髙木会長）  



 

 

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」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） 

６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。今回は用途区分変更に係る申請が１件あります。 

【協議事項３について、図面及び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。ご協議の上、お認めいただきますようお願

いいたします。 

  

○議長（髙木会長）  

    只今、事務局より協議事項３について提案理由の説明がありましたが、今回

は用途区分変更に係る申請１件が出されています。 

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（髙木会長） 

ないようですので、番号1については原案どおり農用地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、原案どおり認めることに決定いたしました。 

 

                                       

 

◎日程第５ 協議事項４ その他について 

 

○議長（髙木会長）  

次に協議事項４ 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 地目変更について 

 



 

 

○議長（髙木会長） 

日程第６、審議事項、議案第1号、「地目変更について」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）  

それでは、１３ページをご覧下さい。議案第1号、「地目変更について」。 

昭和４８年６月８日付け、農林省構造改善局長通達に基づき、地目変更を必要 

とする土地について確認を求めます。 

 

【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（髙木会長） 

ないようですので、議案第１号については、原案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（髙木会長） 

異議なしと認め、原案どおり認めることといたします。 

 

                                                                           

 

◎日程第７ その他１ 農業委員会だより第５２号の発行について 

 

○議長（髙木会長） 

次に、日程第７ その他１ 農業委員会だより第５２号の発行について事務局

より説明願います。 

 

○事務局（吉永事務局長）  

１６ページをご覧ください。その他１ 農業委員会だより第５２号の発行につ

いてご説明いたします。 

 

【農業委員会だより第５２号の発行について朗読、説明】 

 

以上、ご説明いたしましたが総会終了後に編集委員会を開催いたしますので編



 

 

集委員の皆様のご出席をお願いいたします。 

 

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（吉永事務局長）  

１７ページをご覧ください。８月の日程についてご説明いたします。 

 

【８月の日程について朗読、説明】 

 

以上、８月の日程と、９月の総会日程についてご説明いたしました。農業委員

さんの日程調整について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す。これをもって、令和４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 午後２時２３分）  


