
第３０回 愛別町農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和元年１２月２０日（金） 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 農地のあっせん結果の報告について

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 農用地利用集積計画の決定について

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

それでは、ただ今から第30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

平成から令和に代わりまして今年最後の総会ということで年の暮れ、何

かとお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。

何回も言うことですけども、今年はまあ量的は採れたということで農協

の色選も11月にはうるちが終わりましてもちもあと１週間ぐらいで終わる

のかなという話であります。うるちに関しては41,000俵弱ということであ

りますし、もち米につきましては22,000俵をちょっと切れるぐらいで、加

工米と備蓄米が含まれた数字でありますけども数量的には採れたのかなと

思っているところであります。全道的には104上川管内で105であり、愛別

町は作況を実施しておりませんので、実際の数字は分かりませんけども、

採れたことは間違いないと思っているところであります。来年に向けて今

年の米は量は採れたけどもタンパクがちょっと高いのと整粒歩合も60後半

から70％ぐらいでなかなか高整粒米みたいのがあったとも聞いております

し、被害粒も多かったということで品質的にはちょっと問題のある年だっ

たのかなと思いますので、その辺は来年に向けての課題だと思っておりま

す。

あと今朝の新聞にも生産の目安ということで各市町村の数字も出ており

ました。愛別町も主食用米で840数haという数字が出ておりましたけども、

先ほど局長に聞きますと去年より若干多い平成30年ぐらいの数字ではない

かと言っておられましたので、全道的に確か0.6％ぐらい減の数値が出て

ますので愛別町は若干水田を作る希望者が多かったのかなと思っておりま

す。あともう一つは基盤整備の方でも補正予算12億の予算が付いておりま

すし、今年の予算も12億強の数字が出る予定であります。また政府の農林

予算も4,433億という数字が出ておりましたので、そのうち基盤整備15億

等の予算が付くのではないかということで今日閣議決定といってますので

結果は分かりませんけども、来年も基盤整備は100ha以上の面積がこなさ

れるのかなと思っているところであります。一年でも早く仕上がれば良い

と思っておりますがどう考えてもあと10年はありますし、その中で考え直
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

したりする人が出ないように農業委員のみなさんも地域に帰って、そうい

う方が出ないように指導してもらえれば良いのかなと思っておりますので

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ますので、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。９番 早坂委員、10番 水谷

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 農地のあっせん結果の報告についてを上程しま

す。事務局より議案の朗読と鉛口委員より内容の説明をお願いいたします。

河合事務局長

農地のあっせん結果の報告について。

柴田会長

それでは、鉛口委員より内容の説明をお願いします。

鉛口委員

整理番号１については、令和元年10月18日にあっせんのありました●●

の○○○○さんの●●の農地について、●●の○○○○さんとの売買が成

立いたしましたので報告いたします。

次に整理番号２の●●の○○○○さんの●●の農地については、●●、

●●、●●の3筆を○○○○さん、●●を○○○○さんとの売買が成立い

たしましたので報告いたします。

詳細については、議案第２号で事務局より説明がありますのでよろしく

お願いいたします。

柴田会長

あっせん委員の皆さん大変お疲れさまでした。この後の議案で審議いた

だきますので、報告のみとさせていただきます。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

次に、日程第３ 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

農地の賃貸借契約に係る合意解約通知の成立状況の確認ですが、農地中

間管理事業で北海道農業公社に賃貸しております●●の○○○○さんの田

１筆を合意解約するもので、当初２筆12,576㎡を賃貸借しておりましたが、

国営緊急農地再編整備事業に伴い、成形の区画にならないことと○○○○

さんが施設改修に伴い工場敷地として取得転用を予定しているもので、●

●が分筆され、●●ができましたのでこの分筆された□□□□□㎡を合意

解約するものです。合わせて、整理番号２でこの土地を借受しておりまし

た○○○○さんと北海道農業公社の集積計画からも●●、１筆を合意解約

し、集積計画の変更を行うものです。

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。

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 農用地利用集積計画の決定についてを議

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

まず所有権の移転に伴うものの説明をいたします。
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整理番号１につきましては、●●の○○○○さんの●●の農地１筆□□

□□□㎡を、○○○○さんと売買するもので、この農地については、次の

整理番号２の水田に挟まれた形で、現況のほとんどは農道となっているこ

とから全体を△△△△△△円での売買する内容となっております。

整理番号２については、●●の○○○○さんの●●の農地３筆□□□□

□㎡を○○○○さんと売買するもので、水張■■■aに＠△△△△△△円

を掛け、畑を全体で△△△△△△円の総額△△△△△△円で売買するもの

です。

整理番号３については、同じく○○○○さんの●●にある田１筆□□□

□□㎡について、○○○○さんと△△△△△△円で売買するものです。

以上３件の売買について審議願います。

柴田会長

ただいま、内容の説明がありましたが、委員の皆さんから質問・意見は

ありませんか。

岡田委員

飛び出ている部分の所有者は。

河合事務局長

建設省です。

柴田会長

そこも賃貸しているの。

河合事務局長

いえ、そこは別の人です。もともと道が（飛び出た部分）まであったと

思うんですが、河川の切り替えで変わっています。

柴田会長

他にご意見等ございませんか。

全委員

質疑なし。

柴田会長

それでは、所有権については、原案のとおり決定してよろしいでしょう

か。

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉
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全委員

意義なし。

柴田会長

それでは、所有権については、原案のとおり決定します。

利用権について説明をお願いします。

河合事務局長

利用権についてですが、●●の○○○○さんの田４筆□□□□□㎡につ

いて、現在の利用権設定が期限を迎えたことから、＠△△△△△△円で総

額△△△△△△円の令和６年までの５年間で継続して設定をするもので

す。

柴田会長

ただいま、利用権設定について内容の説明がありましたが、委員の皆さ

んから質問・意見はありませんか。

全委員

質疑なし。

柴田会長

それでは、所有権について、原案のとおり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、議案第２号 農用地利用集積計画の決定については、原案の

とおり決定します。

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●●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、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。

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

連絡等なし。

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1月31日 金曜日、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。

他の会議にぶつかるかたは２人おられますが。

30日でどうでしょうか。

全委員

意義なし。

河合事務局長

それでは、次回の総会は1月30日午後４時から開催いたします。

今朝の農業新聞の報道にもありましたが令和２年産米の生産の目安が示

されました。

愛別町には、主食用米として4,517.711トン842.9haが示されており、換

算の反収を536㎏として割り当てされております。そのうちうるちにつき

ましては、3,015.499トン562.6ha、もち1,502.212トン280.3haとなってお

り、本年よりも総体で６ha増加となり平成30年産並みの作付けができるも

のと思っております。

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉
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柴田会長

他にございませんか。

全員委員

ありません。

柴田会長

以上で第30回総会を閉会します。ご苦労様でした。

（午後4時30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12月20日

会 長 柴田 隆

署名委員 早坂 進

署名委員 水谷 絵美

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉


