
第２８回 愛別町農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和元年１０月２９日（火） 午後４時００分

２ 開催場所 愛別町役場 ３階委員会室

３ 定 数 １４名

４ 出席委員 １４名

議席 氏 名 議席 氏 名

1 川崎 進 2 鉛口 裕二

3 渡邊 智弘 4 古屋 博美

5 奥山 泰久 6 大村 正利

7 伊藤 章一 8 野口 昇

9 早坂 進 10 水谷 絵美

11 岡田 仁 12 昔農 深雪

13 中井 太志 14 柴田 隆

５ 欠席委員 ０名

６ 委員以外の出席者 ０名

７ 議 案

議案番号等 議 案 内 容

報告第１号 農地法第４条の許可による工事完了報告について

議案第１号 農地の賃貸借に係る合意解約通知の成立状況の確認について

議案第２号 現況証明の交付について

議案第３号 農地のあっせん委員の指名について

その他
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

河合事務局長

みなさん先ほどの農地利用状況調査、大変お疲れ様でした。

それでは、ただ今から第28回農業委員会総会を開会します。開会にあた

りまして、柴田会長よりご挨拶をお願い致します。

柴田会長

改めまして、先ほどの農地利用状況調査ご苦労様でした。まあ本当に見

たとおりで、いろいろ対策等した方がいいのかなということでありますし、

各地域の農業委員さんには把握して、次回また回っていくと思っておりま

す。遊休農地とかそういうものが少ないということになってますので、な

るべくそういうのを減らしていきたいと思います。

それとですね皆さんご存じのとおり10月に入って台風等々で、15号19号、

そして21号とか半日で１ヶ月分の雨が降ったとかかなり、あの川が氾濫す

るのかというような川が氾濫するなどひどい災害になっております。農業

被害として15号19号でも1,700億を超えるのではないか、さらに21号の被

害を加えると2,000億近い被害が出るのかなと思っております。ちょっと

した加減で水害になる要素があるということで、今年も愛別川でもちょっ

と雨が降ったと思ったら警戒水域で警報が出ていたということでありま

す。石狩川ではそんなに雨も降らなくてもかなり水が増えるということで

うかうかして堤防の手前にいると川の状況が分からないので、いつ、想定

外とよく言われますけども最近はそういう災害が出る要素が強くなってき

たのかなと思っておりますので、愛別町もハザードマップを作っておられ

ますけれども、かなり見直しもあろうかなと思っているところであります。

本当に災害の少ない愛別町なんですけども、それが起こらないように願う

ところであります。

今、色選作業を一所懸命やっているところでありますけども、大体出そ

ろったのかな、伏古がちょっと残ってますけども、うるちで46,500俵、も

ちで29,000俵が集荷してきてますとのことですが、まだうるちだけでも11

月一杯かかるのかなという動きであります。その中で若干今年もタンパク

が高めに出ている傾向があるそうです。参考までに厚生地区で倒れたとこ

ろがありますが、あそこの数字で10.7ぐらいの数字が出ており、去年９と

いう数字が出て「おー最高だ愛別で」と言っていたら今年それを大幅に上
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

回っております。倒れたところはやっぱりそれぐらいいくのかな、若干側

条は入れたんですけども、そういう状態でそれ以上どうしようもない状態

だったんですけども、まだまだこれから基盤整備も進んでいきますとそう

いう状況に関してコンバインでも下げるあれを検討していった方がいいの

かなと痛切に思っているところであります。伏古多分私のところがワース

トワンの数字だと思えば、町内でゆめぴりかが金富農産さんのところでＳ

区分で１件出ているという、うらやましい限りであります。ゆめぴりかで

言えば7.4以下で40%弱かなという話もありますので、もうすこしぴりかで

言えば下げたいなと思っているところであります。いろいろ収量的には今

年は採れた方でございますので、その辺は去年から見ればいいのかなと思

いますけども、残念ながらタンパクは高めですということです。このあと

収穫祭、量は採れましたので、収穫量祭ということでよろしくお願いいた

します。

河合事務局長

総会成立の確認をさせていただきます。本日、在任委員14名中、全員の

出席をいただいており、農業委員会等に関する法律第21条第３項の規定に

より、本総会は成立しております。以降の進行につきましては、柴田会長

の議長で進めていただきます。柴田会長、よろしくお願い致します。

柴田会長

ただ今より議事に入りたいと思います。

日程第１ 議事録署名委員を指名します。５番 奥山委員、６番 大村

委員の両名をご指名しますので、よろしくお願い致します。

日程第２ 報告第１号 農地法第４条の許可による工事完了報告につい

てを上程します。事務局より議案の朗読と内容の説明をお願いいたします。

河合事務局長

報告第１号 本年6月3日の総会において農地法第４条第1項の転用許可

しておりました資料P1・P2について、申請者である●●の○○○○さんと

●●の○○○○さんより工事完了報告が提出されましたので報告いたしま

す。（写真回覧）

柴田会長

ただいま、内容の説明がありましたが、委員のみなさんから質問・意見
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

はありませんか。

岡田委員

（○○さんの件）坪にすると二十数坪で小さくないですか？

平屋なんですね。きれいな良い家ですね。

柴田会長

他に委員のみなさんから質問・意見はありませんか。

全委員

ありません。

柴田会長

それでは、報告ですので、内容に問題がなければ次に進みたいと思いま

す。よろしいでしょうか。

全委員

異議なし。

柴田会長

次に、議案第１号 農地の賃貸借に係る合意解約通知の成立状況の確認

についてを議題といたします。

事務局より、議案の朗読と内容の説明をお願いします。

河合事務局長

議案第１号 農地の賃貸借の合意解約でありますが、●●の○○○○さ

んが、●●の○○○○さんと●●の○○○○さんの農地を平成28年3月31

日から令和3年3月30日まで賃貸していたものを、議案第３号にでてきます

が、売買のあっせんを上げるためにそれぞれ合意解約するものです。

柴田会長

ただいま、内容の説明がありましたが、委員のみなさんから質問・意見

はありませんか。

全委員

ありません。

柴田会長

それでは、議案第１号 農地の賃貸借に係る合意解約通知の成立状況の

確認については、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

全委員

異議なし。

柴田会長

それでは、議案第１号農地の賃貸借に係る合意解約通知の成立状況の確

認については、原案のとおり決定いたしました。

次に、日程第４ 議案第２号 現況証明の交付についてを議題といたし

ます。

事務局より、議案の朗読と内容の説明をお願いします。

河合事務局長

整理番号１につきましては○○○○さんより、●●に所有する田１筆

□□□□□㎡について、現況証明願いの提出がありました。川崎委員、鉛

口委員、水谷委員と事務局で現地を確認しておりますので、ご審議願いま

す。

柴田会長

現地を確認いただきました委員を代表し、鉛口委員に報告をお願い致し

ます。

鉛口委員

現地は雑草が全体的に認められ、耕作されていない状況を以前より確認

しており、今後も耕作される見込みはなく、農地に復元することは困難で

あるため「農地・採草放牧地以外」として確認しました。

柴田会長

ただいま、鉛口委員から説明いただきましたが、ご意見はありませんか。

柴田会長

牧草だけですか。

河合事務局長

牧草だけです。賃貸していたのを解約し○○さん本人の耕作という形に

なりましたが、○○さんが現在グループホームに入っており管理ができな

いということもあり、昨年から草が生えている状況であります。

柴田会長

いかがでしょう。ご意見はありませんか。
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全委員

質疑なし。

柴田会長

それでは、整理番号１の現況証明願いについては、証明書の交付を決定

してよろしいでしょうか。

全委員

意義なし。

柴田会長

それでは、整理番号１の現況証明願いについては、証明書の交付を決定

します。

次に、日程第５ 議案第３号 農地のあっせん委員の指名についてを上

程します。

議案の朗読とあっせん委員の指名をお願いします。

河合事務局長

議案第３号 農地のあっせん委員の指名について。

整理番号１は、●●の○○○○さんが所有する●●の農地4筆□□□□

□㎡について、あっせんの申し出がありました。

売買を希望されております。

あっせん委員に、川崎委員、鉛口委員、水谷委員を指名します。

整理番号２は、●●の○○○○さんが●●に所有する農地１筆□□□□

□㎡について、あっせんの申し出がありました。

売買を希望されております。

あっせん委員に、川崎委員、鉛口委員、水谷委員を指名します。

整理番号３は、●●の○○○○さんが●●に所有する農地１筆□□□□

□㎡について、あっせんの申し出がありました。

賃貸を希望されております。

あっせん委員に、古屋委員、野口委員、昔農委員を指名します。

整理番号４は、●●の○○○○さんが●●に所有する農地２筆□□□□

□㎡について、あっせんの申し出がありました。

売買を希望されております。

あっせん委員に、古屋委員、野口委員、昔農委員を指名します。

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉
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柴田会長

あっせん委員を含め、みなさんから質問・意見はありませんか。

中井代理

○○さんは、経営面積を減らすのか。

河合事務局長

そうです。高規格の○○さん側に４枚ありますが、そこだけ賃貸に出し

たいそうです。

昔農委員

少し日当たりが悪くて、周りが牧草になっています。

岡田委員

○○○○さんは転作大豆ですか。

昔農委員

いえ、お米です。

柴田会長

どうでしょう。他に委員さんからご意見等ありませんか。

全委員

ありません。

柴田会長

それでは、あっせん委員のみなさんよろしくお願いいたします。

以上で本日の議案審議を終了いたします。

委員の皆さんから何かありませんか。

全委員

ありません。

柴田会長

それでは事務局からお願いします。

河合事務局長

次回の総会は11月28日木曜日、午後４時から開催したいと考えておりま

す。

柴田会長

事務局から総会の日程についてお話しがありましたが、委員の皆さんの

ご意見をうかがえればと思います。

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉
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全委員

異議なし。

河合事務局長

それでは、次回の総会は11月28日午後４時から開催いたします。

農業会議より、研修会の案内がきておりますので、12月3日地区別農業

委員・農地利用最適化推進委員等研修会が大雪クリスタルホールで午後１

時30分から４時までの日程で開催されますので、予定をしていただきたい

と思います。

出欠を11月21日までにご連絡ください。

前日までにはＦＡＸで再度確認させていただきたいと思います。

農業会議からは、ほかに農業者年金代議員研修会が12月10に予定されて

おります。こちらについても出欠についてご報告をお願いいたします。

柴田会長

連絡事項について質疑あれば、お願いいたします。

全員委員

ありません。

柴田会長

以上で第28回総会を閉会します。ご苦労様でした。

（午後4時35分終了）

以上、内容が正確なることを確認し押印する。

令和元年10月29日

会 長 柴田 隆

署名委員 奥山 泰久

署名委員 大村 正利

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉


