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会議録署名委員の決定
報告第１号 農地法第４条の規定に基づく意見の回答について
報告第２号 農地法第５条の規定に基づく意見の回答について
諮問第１号 農用地利用集積計画の作成について
議案第１号 農用地の買入協議に係る要請について
議案第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知の成立状況の確認について
議案第３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について
議案第４号 土地の現況証明下付について

７ 農業委員会事務局職員
農業委員会事務局

局長

大谷 隆樹

２

主査

甲斐 幹彦

８ 会議の概要
開会（午後４時００分）

（着席）

開会の宣言
事務局長

只今より、第１８回上富良野町農業委員会総会を開会いたします。

事務局長

ご起立の上、農業委員会憲章の唱和を行います。
６番、桑田俊和 委員に合わせ、ご唱和ください。

桑田委員

「唱和」

事務局長

ご着席ください。

議 長

事務局長
議 長

これより、会議を進めます。ただいまの出席委員は、１３名であります。
定数に達しておりますので、これより第１８回上富良野町農業委員会総会を開会いたし
ます。
直ちに、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配布したとおりでございます。
日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。
「事務局長」
諸般の報告（別紙）
以上をもって諸般の報告を終わります。
日程第１、会議録署名委員の決定は、会議規則第１３条第２項により議長において、
１１番、長谷川裕見 君、１番、谷本嘉彦 君、を指名いたします。

議 長

日程第２、報告第１号「農地法第４条の規定に基づく意見の回答について」の件を議題
といたします。報告第１号を事務局が説明いたします。
「事務局」

事務局長

報告第１号について、ご説明いたします。
農地法第４条の規定に基づく意見の回答について、北海道農業会議より回答がありまし
たので報告をいたします。報告第１号朗読。
１番
転用申請地の表示、所在、上富良野町○○○○番○○、同じく○○○○番○○の２筆、
地目は公簿が田と畑、現況は畑です、面積は７,２１８㎡と８１８㎡で合計８,０３６㎡、
転用の目的は植林、計画内容はカラ松の植林、１,６００本を計画、土地の所有者は旭
川市神楽岡○条○丁目○番○号の○○○○さん、申請者も同じです、転用区分は第２種、
転用事由ですが農業員会の議決日が平成３０年１０月２４日、平成３０年１０月２９日
に送達、平成３０年１１月２２日に答申、許可日が平成３０年１１月２８日で許可番号
が上富農委第４－３０－１号となりました。

議 長

報告第１号について、発言はありませんか。
「発言なし」の声あり
発言がなければ、報告第１号を終わります。

３

議 長

日程第３、報告第２号「農地法第５条の規定に基づく意見の回答について」の件を議題
といたします。報告第２号を事務局が説明いたします。
「事務局」

事務局長

報告第２号について、ご説明いたします。
農地法第５条の規定に基づく意見の回答について、北海道農業会議より回答がありまし
たので報告をいたします。以下、報告第２号朗読。
１番
上富良野町○○○○番○○の内、同じく○○○○番○○の内、○○○○番○○の内、合
計３筆、地目については公簿が山林と畑、現況は畑です、面積が４５０㎡、１,４０５.
８㎡、８３１.６㎡の合計２,６８７.４㎡、契約内容は使用貸借、転用の目的はクロス
カントリースキーのコース、雪上コースで２,６８７.４㎡が３筆の内地番で面積となり
ます、土地の所有者は上富良野町○○線北○○号の○○○○さん、転用者は○○○○と
なります、農業委員会の議決が平成３０年１１月６日、送達が同じく平成３０年１１月
６日、回答があったのが平成３０年１１月２２日、許可が平成３０年１１月２８日、許
可番号が上富農委第５-３０-３号です。
２番
上富良野町○○○○番○○の内、○○○○番○○の内、○○○○番○○の内、○○○○
番○○の内、合計４筆、地目については公簿が畑と山林、現況は畑です、面積が１,０
６３.８㎡、１,６８０.０㎡、４８０.３㎡、６５４.９㎡の合計３,８７９.０㎡です、
契約内容は使用貸借、転用の目的はクロスカントリースキーのコース、土地の所有者は
上富良野町○○線○○号の○○○○さん、転用者は○○○○です、転用の議決日、許可
日等については同じです、許可番号が上富農委５-３０-４号です。
３番
上富良野町○○○○番○○の内、○○○○番○○の内の２筆、地目は公簿も現況も畑、
面積が１,１８９.８㎡、５７０.３㎡の合計１,７６０.１㎡です、契約内容は使用貸借、
転用の目的はクロスカントリースキーのコース、土地の所有者は上富良野町○○線○○
号の○○○○さん、転用者は○○○○です、転用の議決日、許可日等については同じで
す、許可番号が上富農委５-３０-５号です。

議 長

報告第２号について、発言はありませんか。
「発言なし」の声あり
発言がなければ、報告第２号を終わります。

議 長

日程第４、諮問第１号「農用地利用集積計画の作成について」の件を議題といたします。
諮問第１号を事務局が説明いたします。
「事務局」

事務局長

諮問第１号について、ご説明いたします。
○○地区農用地利用改善事業実施組合他より、次の利用権の設定についての申し出がな
され、この申し出が適当と認められるので、農業経営基盤強化促進法(昭和５５年法律
第６５号)第１８条第１項の規定により農用地利用集積計画を定めるにあたり貴会の意
見を求める。
平成 30 年 12 月 19 日提出 上富良野町長
向山 富夫
農用地利用集積計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各条件を満た

４

事務局長

していると判断されます。審議の資料として、調査書をご覧願います。以下、諮問第１
号朗読。
所９番
出し手は○○線○○号の○○○○さん、受け手は○町○丁目○番○号の○○会社○○○
○代表取締役○○○○さん、認定が平成３０年３月１２日、土地の所在は上富良野町○
○○○番○○、同じく○○○○番○○、○○○○番○○、○○○○番○○、○○○○番
○○の計５筆、地目は公簿が原野と畑、現況は畑です、面積は２,８４５㎡、６,３４１
㎡、１,９４０㎡、２,０２１㎡、９,５５５㎡の合計２２,７０２㎡です、内容は売買、
売買価格は２,１０４千円となりました、移転時期は平成３０年１２月１９日、支払方
法は口座振込、支払の時期は平成３１年５月３１日まで、引渡時期は対価の支払日です。
賃１
出し手は○町○丁目○番○号の○○○○さん、受け手は○町○丁目○番○号の○○○○
さん、認定日は平成２３年１月２７日です、所在は上富良野町○○○○番○○、○○○
○番○○、○○○○番○○の３筆、地目は公簿も現況も畑です、面積は１７,６４７㎡、
６８４㎡、３１２㎡の合計１８,６４３㎡になります、内容は賃貸、賃貸料は６１千円
となりました、始期は平成３０年１２月１９日、終期が平成４０年１１月３０日まで、
支配方法は口座振込で、時期は毎年１１月２５日となりました。
附表ですが、所９、○○○○さんが購入された畑については、売買価格が２,０１４千
円ですが、畑の内訳で１００千円の所と１０千円の所がありました。原野となっている
所が１０千円で他が１００千円です、○○地区の斡旋会が平成３０年１１月１６日に開
催されました。それから、賃１の方は、全て１０a 当たり６１千円となりました、○○
地区の斡旋会は平成３０年１１月１６日です。

議 長

これをもって提案理由の説明を終わります。
諮問第１号、所９について、提案に関する補足説明を願います。
「１２番、井村昭次 委員」

井村委員

１２番、井村です。所９番について、補足説明いたします。
１１月１６日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、ＪＡ会議室で開かれ、
売買１件の利用集積が成立いたしました。
出し手、○○線○○号の○○○○さん
受け手、○町○丁目○番○号の○○会社○○○○代表取締役○○○○さん
所在地は、○○地区、○○線○○号となります。
○○○○さんの再処分に伴い、１０a 当たり、畑１０万円と一部１万円で売買となり
ました。
慎重審議をよろしくお願いします。

議 長

これをもって提案に関する補足説明を終わります。
これより質疑に入ります。

島田委員

○○○○番○○ですが、現況は原野じゃないですか。どうみても現況は原野にしか見え
ませんが。

事務局長

航空写真は昔の写真なので。確かに現地の方も耕作できるような感じではない。農地台

５

事務局長

帳上では畑になっている。先程、申しあげました価格の方については、この部分だけが
１万円、他が１０万円となり斡旋会が成立しました。

島田委員

畑と原野の判断といいますか、何か判断があるから畑としているのか。それを教えてい
ただきたい。

事務局長

作付けをしている。畑の基準は正確にご説明出来ませんが。耕作し作付け出来る土地。

島田委員

作物が植え付けられていたということですか。

長谷川委員
北村委員
議 長

課税台帳で畑となっていれば畑じゃないですか。
一時、畑として作物を作っていた。耕作しずらくて一部に木が生えたかと。
他にありませんか。
「なし」の声あり
なければ、これをもって質疑を終了いたします。
これより、諮問第１号、所９番を採決いたします。
本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。
「異議なし」の声あり
ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

議 長

谷本委員

続いて、諮問第１号、賃１について、提案に関する補足説明を願います。
「１番、谷本嘉彦 委員」

１番、谷本です。賃１番について、補足説明いたします。
１１月１６日に○○地区農用地利用改善事業実施組合の会議が、ＪＡ会議室で開かれ、
賃貸借１件の利用集積が成立いたしました。
出し手、○町○丁目○番○号の○○○○さん
受け手、○町○丁目○番○号の○○○○さん
所在地は、○○地区、○○○○線道路沿いとなります。
○○○○さんの再処分に伴い、１０a 当たり、畑３,３００円で１０年間の賃貸借とな
りました。
慎重審議をよろしくお願いします。

議 長

これをもって提案に関する補足説明を終わります。
これより質疑に入ります。
「なし」の声あり
なければ、これをもって質疑を終了いたします。
これより、諮問第１号、賃１番を採決いたします。

６

議 長

本件は、原案のとおり、答申することにご異議ありませんか。
「異議なし」の声あり
ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

議 長

日程第５、議案第１号「農用地の買入協議に係る要請について」の件を議題といたしま
す。議案第１号を、事務局が説明いたします。
「事務局」

事務局長

議案第１号について、ご説明いたします。農業経営基盤強化促進法第１６条に基づき、
○○法人○○○○による買入が必要と認められるので、上富良野町長に対し、買入協議
の要請を行うよう、求める。
平成 30 年 12 月 19 日 提出 上富良野町農業委員会会長 青地 修
要請内容は、離農により、○○○○さんが売却することになった農地について、農地
保有合理化促進事業の特例事業により、○○法人○○○○と買入調整を行うものです。
○○○○が買入れた後は、○○○○さんと５年間の賃貸借契約を結び、期間満了後に売
り渡すことになります。以下、内容を朗読いたします。
所１０
申出者は○○線○○号の○○○○さん、土地の表示は上富良野町○○○○番○○、○○
○○番○○、○○○○番○○の３筆、地目は公簿も現況も全て田、面積は１２,７３５
㎡、１０,６８４㎡、２０,５８１㎡の３筆合計４４,０００㎡です、農地保有合理化事
業の特例事業で５年賃貸の５年後の売買となります、事業参加予定者は○○線○○号の
○○○○さんです。

議 長

これをもって提案理由の説明を終わります。
議案第１号について、提案に関する補足説明を願います。
「２番、三好利和 委員」

三好委員

２番、三好です。議案第１号について、補足説明いたします。
○○○○さんの離農に伴い、１１月８日に○○地区の斡旋会を実施し、売買が成立した
ところでしたが、受け手の希望により、○○○○の合理化事業となって、進めていく。
ということです。
所１０番
出し手、○○線○○号の○○○○さん
参加予定者、○○線○○号の○○○○さん
所在地は○○線○○号です。
昨年の斡旋会の時は、３年間の賃貸の後に売買との話でしたが、○○○○さんの死去
に伴いまして１年間の賃貸で売買となりました。
慎重審議のほどよろしくお願いいたします。

７

議 長

これをもって提案に関する補足説明を終わります。
これより質疑に入ります。
「なし」の声あり
なければ、これをもって質疑を終了いたします。
これより、議案第１号、所１０番を採決いたします。
本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。
「異議なし」の声あり
ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

議 長

事務局長

日程第６、議案第２号「農地法第第１８条第６項の規定による通知の成立状況の確認に
ついて」の件を議題といたします。議案第１号を事務局が説明いたします。
「事務局」

議案第２号について、ご説明いたします。
農地法第１８条第６項の規定による農地の賃貸借権の解約申し出のあった次の件につ
いて、審議を求める。
平成 30 年 12 月 19 日提出

上富良野町農業委員会会長 青地

修

農地法第１８条の規定に基づき合意解約がなされておりますので、賃貸借の解約が成立
していると考えられます。
よろしくご審議のほどお願いします。以下、内容を朗読。
１番
出し手は○町○丁目○番○号の○○○○さん、借り手は○○線○○号の○○○○さん、
土地の表示は上富良野町○○○○番○○の１筆、地目は公簿は畑、現況は畑、面積は４,
７３０㎡、土地の引き渡し時期は平成３０年１１月２０日、合意解約で農地法３条によ
る賃貸借で期間が平成２３年９月９日から平成３３年１１月３０日まででした。
２番
出し手は○町○丁目○番○号の○○○○さん、借り主は○○線○○号の○○○○さん、
土地の所在は上富良野町○○○○番○○、○○○○番○○の２筆、地目は公簿も現況も
畑、面積が４,２９７㎡と１０,８５７㎡の合計１５,１５４㎡、土地の引き渡し時期は
平成３０年１１月２０日、合意解約で基盤強化法による賃貸借で期間が平成２２年３月
８日から平成３２年１１月３０日まででした。
３番
出し手は○町○丁目○番地○の○○○○さん、借り主は○○線○○号の○○○○さん、
土地の所在は上富良野町○○○○番○○の１筆、地目は公簿も現況も畑、面積が３７,
０００㎡、土地の引き渡し時期は平成３０年１１月２０日、合意解約で基盤強化法によ
る賃貸借で期間が平成２２年３月８日から平成３２年１１月３０日まででした。
４番
出し手は○町○丁目○番地○の○○○○さん、借り主は○○線○○号の○○○○さん、
土地の所在は上富良野町○○○○番○○の１筆、地目は公簿も現況も畑、面積が３３,
９０８㎡、土地の引き渡し時期は平成３０年１１月２０日、合意解約で基盤強化法によ
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事務局長

る賃貸借で期間が平成２２年３月８日から平成３２年１１月３０日まででした。○○○
○さんがお母さんで、○○○○と○○○○さんは息子さんです。
５番
出し手は○町○丁目○番○号の○○○○さん、借り主は○町○丁目○番地○の○○○○
さん、土地の所在は上富良野町○○○○番○の内の１筆、地目は畑、面積が１１,００
０㎡、土地の引き渡し時期は平成３０年１１月２０日、合意解約で農地法３条による賃
貸借で期間が平成２９年４月１１日から平成３８年１１月２０日まででした。
６番
出し手は○町○丁目○番○号の○○○○さん、借り主は○○線北○○号の○○○○さ
ん、土地の所在は上富良野町３８４６番１、３８４６番２、２９６９番１の内の３筆、
地目は公簿の現況も畑、面積が３２,９１２㎡、４,１８７㎡、８,３３６㎡の３筆合計
４５,４３５㎡です、平成３０年１１月２０日に土地の引き渡しで合意解約、基盤強化
法による賃貸借で期間が平成２９年４月１１日から平成３８年１１月３０日まででし
た。
７番
出し手は○○○○で持分２分の１の○○○○さんと○町○丁目○番○号で持分２分の
１の○○○○さん、借り主は○○○○番地○の○○会社○○○○の代表社員の○○○○
さん、土地の所在は上富良野町○○○○番○○の１筆、地目は公簿の現況も畑、面積が
６４,７１９㎡、平成３０年１１月３０日に合意解約となり、基盤強化法による賃貸借
で期間が平成２９年９月１５日から平成３９年１１月３０日まででした。
８番
出し手は○○○○の○○○○さん、借り主は○○線○○号の○○○○さん、土地の所在
は上富良野町○○○○番○○、○○○○番○○、○○○○番○○、○○○○番○○、○
○○○番○○、○○○○番○○、○○○○番○○、○○○○番○○の８筆、地目は公簿
が畑と田で現況も畑と田、面積が１６,１８３㎡、９７㎡、７,５５２㎡、４,４６０㎡、
４,０３９㎡、６,１４４㎡、１,８９２㎡、１７,９８９㎡の８筆合計５８,３５６㎡で
平成３０年１２月４日に合意解約となり、基盤強化法の賃貸借で平成２５年１１月１１
日から平成３５年１１月３０日まででした。
９番
出し手は○○○○の○○○○さん、借り主は○○○○番地の○○会社○○○○代表取締
役○○○○さん、土地の所在は上富良野町○○○○番○○、○○○○番○○、○○○○
番○○、○○○○番○○の４筆、地目は公簿と現況は畑と田、面積が４７,８８６㎡、
２,９５５㎡、１２,７３９㎡、５,０５４㎡の合計６８,６３４㎡で平成３０年１２月４
日に合意解約となり、農地法３条の賃貸借で平成３０年５月１６日から平成４０年１１
月３０日まででした。

議 長

これより質疑に入ります。

島田委員

合意解約するのに当って理由はいらないのですか。

事務局長

今回の案件については、１番から４番までの４件については売買をしたいということで
合意解約となりました。今現在、斡旋に出ております。５番６番についても売買したい
ということで合意解約をして斡旋にかかる状況です。

島田委員

○○○○さんの合意解約は、特に気になったのが９番目の案件ですが、今年借りたばっ
かりの土地のようですが。

事務局長

お父さんがお亡くなりになられ、娘さんの名義に変えて今後売買する予定で合意解約で
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事務局長
議 長

す。
他にありませんか。
「なし」の声あり
なければ、これをもって質疑を終了いたします。
これより、議案第２号を採決いたします。
本件は、原案のとおり、可決することにご異議ありませんか。
「異議なし」の声あり
ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

議 長

日程第７、議案第３号、
「農地法第第３条第１項による許可申請について」の件を議題
といたします。議案第３号を、事務局が説明いたします。
「事務局」

事務局長

議案第３号について、ご説明いたします。
農地法第３条第１項の規定による許可申請のあった次の件について、同条第２項の規定
に基づき許可に可否について審議を求める。
平成 30 年 12 月 19 日提出
上富良野町農業委員会会長 青地
修
許可申請は、農地法第３条第２項各号の規定に該当しないため、許可の要件を満たして
いると判断されます。
審議の資料として、農地法第３条調書をご覧願います。以下、内容を朗読。
１番
上富良野町○○○○番○○、公簿が畑、現況も畑、面積１４,４５０㎡、同じく○○○
○番○○、公簿も現況も畑、面積が１０,９３８㎡、２筆合計２５,３８８㎡、出し手は
○○線○○号の○○○○さん、受け手は○○線○○号の○○○○さん、賃貸借となりま
す。
２番
上富良野町○○○○番○○、○○○○番○○、○○○○番○○、○○○○番○○、○○
○○番○○、○○○○番○○、○○○○番○○、○○○○番○○の合計８筆、地目は公
簿が畑と原野で現況が全て畑となっております、面積が４,７２７㎡、７,２０５㎡、１
１,０９５㎡、５,６４０㎡、１,８９０㎡、４,２９７㎡、４７,４９７㎡、８３４㎡の
合計８３,１８５㎡、地目の方が一部田も含まれておりました、失礼いたしました、公
簿と現況が田の所があります、出し手は○○線○○号の○○○○さん、受け手は○○線
○○号の○○○○さん、賃貸借となりました。

議 長

三好委員

議案第３号、１番について、提案に関する補足説明を願います。
「８番、三好利和 委員」

８番、三好です。 議案第３号、１番について、補足説明いたします。
出し手、○○線○○号の○○○○さん
受け手、○○線○○号の○○○○さん

１０

三好委員

所在地は、○○地区、○○線○○号となります。
○○○○さんの再処分により、○○○○さんへの賃貸借となりました。
事実上の賃貸の更新なので、前回の期間の満了の一部です。
慎重審議をよろしくお願いします。

議 長

これをもって提案に関する補足説明を終わります。
議案第３号、１番について、これより質疑に入ります。
「なし」の声あり
なければ、これをもって質疑を終了いたします。
これより、議案第３号、１番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決すること
にご異議ありませんか。
「異議なし」の声あり
ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

議 長

長谷川委員

議案第３号、２番について、提案に関する補足説明を願います。
「１１番、長谷川裕見 委員」

１１番、長谷川です。 議案第３号、２番について、補足説明いたします。
出し手、○○線○○号の○○○○さん
受け手、○○線○○号の○○○○さん
所在地は、○○地区、○○○○道路沿いとなっています。
○○○○さんは○○地区にある○○○○の経営者の長男で、○○○○さんが農業をし
たいとのことで○○○○さんの所で２年間実習に行って、今は○○○○の○○○○に
在学中で、来年の３月に卒業予定です。農業をやりたいと本人の意思も固く、○○○
○さんの農地を賃貸借するものです。
慎重審議をよろしくお願いします。

議 長

これをもって提案に関する補足説明を終わります。
議案第３号、２番について、これより質疑に入ります。

谷本委員

○○○○さんのジャンボの裏のアスパラは、そのまま○○○○さんが作るのですか。

長谷川委員

そうです。○○の上側にもアスパラがありますが、それは○○○○さんが作ります。

谷本委員
議 長

わかりました。
他にありませんか。

１１

「なし」の声あり
議 長

なければ、これをもって質疑を終了いたします。
これより、議案第３号、２番を採決いたします。本件は、原案のとおり、可決すること
にご異議ありませんか。
「異議なし」の声あり
ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。

議 長

日程第８、議案第４号「土地の現況証明書下付について」の件を議題といたします。
農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限の規定により、○番、○○○○
委員の退席を求めます。
（○番、○○委員 退席）
議案第４号を、事務局が説明いたします。
「事務局」

事務局長

議案第４号について、ご説明いたします。
北海道農地法関係事務処理要領及び上富良野町農業委員会土地の現況証明事務取扱要
領の規定に基づき、次の件について証明書を下付したく審議を求める。
平成 30 年 12 月 19 日提出
上富良野町農業委員会会長 青 地
修
審議資料として、現地調査等を添付してございます。以下、内容を朗読。
１番
所在は上富良野町○○○○番○○、公簿は山林で現況は農地、面積は２６,７８８㎡、
同じく○○○○番○○、公簿は山林で現況は農地、面積は３４,０６２㎡、同じく○○
○○番○○、公簿は山林で現況は農地、面積は１６,８２１㎡、３筆合計で７７,６７１
㎡、土地の所有者は○○線○○号の○○○○さん、申請者も同じです、申請目的は地目
変更、調査については調査票をご覧ください、平成３０年１１月９日に谷本委員、長谷
川委員、桑田委員の３名と事務局長で現地確認をしております、この土地については林
地開発行為の許可を受け平成３０年６月から農地として利用していた、公簿上は山林で
すが農地としての地目変更の願いがあり、公簿は山林ですが現況は農地であると確認を
しております。

議 長

これをもって提案理由の説明を終わります。
議案第３号について、提案に関する補足説明を願います。
１１番、長谷川裕見 委員

長谷川委員

１１番、長谷川です。１１月９日に 桑田委員、谷本委員とともに現地調査を行いまし
た。
所在地は、○○○○の裏側です。
所有者は、江幌○○地区、○○線○○号の○○○○さん。
土地の経過については、事務局の説明通りです。
公簿上は山林ですが、農地となって耕作しております。
慎重審議をよろしくお願いします。

１２

議 長

これをもって提案に関する補足説明を終わります。
これより質疑に入ります。

議 長

調査委員に所有者が入ってもいいのか。

事務局長
長谷川委員
事務局長
井村悦委員
議 長

農業委員３名で確認しなさいとしか書いてないので。
当事者はダメとは書いてない。
現況説明を受けるに当たって当事者が１番詳しいので。
問題が無ければいいです。
他にありませんか。
「なしの声あり」の声あり
なければ、これをもって質疑を終了いたします。
これより、議案第４号を採決いたします。
本件は、原案のとおり、決することにご異議ありませんか。
「異議なし」の声あり
ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
○番、○○○○ 委員の退席を解きます。
（○番、○○委員 着席）

議 長

本日の日程は、全て終了いたしました。
第１８回上富良野町農業委員会総会を閉会いたします。

事務局長

全員ご起立ください。
「礼」

以上、報告２件、諮問１件、議案４件の審議を終了し議長が閉会を宣言する。
午後４時５５分

上記第１８回農業委員会総会の顛末に相違ないことを証するため署名する。
平３０年１２月２０日
上富良野町農業委員会長
上富良野町農業委員
上富良野町農業委員
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