
平成２９年５月１６日

上富良野町農業委員会

第３５回　農業委員会議案



一、委員会は、農業経営と生活の向上のため、情報収集・提供活動に努めます。

一、委員会は、農業者の期待と信頼にこたえ、地域リーダーとしての知識の取得、研修、資質の向上に努めます。

上富良野町農業委員会憲章
平成６年１２月２２日　制定

一、委員会は、農業者の代表として、自覚と責任ある行動に努めます。

一、委員会は、農用地の確保と有効利用をすすめ、法令に基づき適正な農地行政に努めます。

一、委員会は、新時代にふさわしい魅力ある農業を築くため、担い手育成と後継者確保の支援に努めます。

一、委員会は、地域農業の発展のため、構造政策の推進と地域の活性化に努めます。



日程第２ 議案第１号 　農地法第３条第１項の規定による許可申請について

日程第３ 議案第２号 　土地の現況証明下付について

　　平成２９年５月１６日（火）　 午後７時００分

　　　　附議事項

　　日程第１　会議録署名委員の決定　　 　６番　佐藤良二　君　　７番　井村昭次　君

　・出席委員　　１１名　　　　・欠席委員　　　　名　　　　・遅参委員　　　　名

平 成 ２ ９ 年 ５ 月 １ ６ 日

第 ３ ５ 回 農 業 委 員 会

―　議　　　事　　　日　　　程　―

　　着　　　席

　　開会の宣言

　　全員起立礼



－1－

－1－

議案第1号

農地法第３条第１項の規定による許可申請について

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、許可の可否について審議を求める。

上富良野町農業委員会　会長　青　地　　修　

権利移転・

面積 家族 家族 設定の理由

公簿 現況 （㎡） 田 畑 労力 田 畑 労力

1 上富良野町 0000 番 00 田 田 5,070 自作地 自作地 上富良野町 自作地 自作地 2 売買

〃 0000 番 00 田 田 110 ○○線○○号 49,553 97,353

持分20分の6 借受地 借受地 借受地 借受地

旭川市西神楽○○線○○号○○番地 ○○○○ 27,020 17,958

○○○○　S00.00.00 S00.00.00

持分20分の2
上川郡東神楽町○○○○条○丁目○番○号
○○○○　S00.00.00

持分20分の6
深川市○町○丁目○番○号
○○○○　S00.00.00

持分20分の2
恵庭市○町○丁目○番○号
○○○○　S00.00.00

持分20分の2
札幌市厚別区○○○○条○丁目○番○号
○○○○　S00.0.00

持分20分の1
札幌市豊平区○○○○条○丁目○番○号
瀧川敬司　S30.4.6

持分20分の1
札幌市西区○○○○条○丁目○番○号
○○○○　S00.00.00

(代理人行政書士　○○○○　富良野市○町○番○号)

合計 2 筆 5,180

平成29年5月16日　提出

所　在
住所及び
氏　名

地　目 経営面積　（㎡）
地　番

番
号

土　地　の　表　示 譲　渡　人　又　は　貸　主 譲　受　人　又　は　借　主

事由住所及び
氏　名

経営面積　（㎡）



－2－

－2－

権利移転・

面積 家族 家族 設定の理由

公簿 現況 （㎡） 田 畑 労力 田 畑 労力
所　在

住所及び
氏　名

地　目 経営面積　（㎡）
地　番

番
号

土　地　の　表　示 譲　渡　人　又　は　貸　主 譲　受　人　又　は　借　主

事由住所及び
氏　名

経営面積　（㎡）

2 上富良野町 0000 番 00 田 田 2,690 旭川市西神楽○線 自作地 自作地 上富良野町 自作地 自作地 4 売買

○町○丁目 ○○号○○番地 ○○線○○号○○番地○○ 2,746 305,498

借受地 借受地 借受地 借受地

○○○○ ○○○○ 3,129 130,610

S00.00.00 S00.00.00

(代理人行政書士　○○○○　富良野市○町○番○号)

合計 1 筆 2,690
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　 議案第2号

　　 土地の現況証明書下付について

　 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29年5月19日　提出

　　　　 上富良野町農業委員会　会長　　　青　地　　　修　　

面　積

公簿 現況 （㎡）
上富良野町 0000 番 00 田 農地及び採草放牧地以外 439.00 民

1 ○町○丁目 旭川市西神楽 ○○○○ 同左 同左 谷　　忠

○線○号○番地 井村昭次

谷本嘉彦

合　計 439.00

地目変更
調査日
 平成29年5月11日

1筆

備　　考
所　在 地　番

地　目 土地利用
計画区分

住　　所 氏　　名 住　　所 氏　　名

番
号

土　地　の　表　示 土地所有者 申請者

申請目的 調査委員
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議案第１号 谷委員

議案第２号 谷委員

1

第３５回　上富良野町農業委員会議案説明者

番　号 整理番号 説　明　者

2



－5－

○会議

月　日 事　　　　　　　項 場　所 出席者

4月12日 上川地方農業委員会連合会総会 士別市 青地会長　事務局長

4月14日 富良野沿線農業委員会連絡協議会総会 富良野市 青地会長

4月20日 上富良野町農業再生協議会幹事会 ＪＡ上富支所 青地会長、事務局長

4月26日 上富良野町農業再生協議会総会 ＪＡ上富支所 青地会長 事務局長

4月26日 上富良野町集落協議会総会 ＪＡ上富支所 青地会長 事務局長

5月11日 上富良野町普及活動連絡会議 ＪＡ上富支所 事務局長

5月11日
上富良野町農用地利用改善組合連絡協議
会総会

ＪＡ上富支所
会長　井村職務代理 井村委員 石
橋委員 事務局長

○斡旋会、現地調査

月　日 事　　　　　　　項 場　所 出席者

5月11日 現地調査(○○)
谷委員　井村昭委員　谷本委員
事務局長

○その他

月　日 事　　　　　　　項 場　所 出席者

4月14日 ＪＡふらの第16回通常総代会 富良野市 青地会長

4月14日 富良野アグリパートナー協議会総会 富良野市
青地会長　長谷川委員　舘尾委員
事務局長　前田相談員

農業委員会諸般の報告
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