
第３３回 愛別町農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和２年３月２６日（木） 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 農地のあっせん取り下げについて

報告第２号 農地のあっせん結果の報告について

議案第１号 農用地利用集積計画の決定について

議案第２号 農地のあっせん委員の指名について

議案第３号 農業委員会職員の任免について

その他



- 1 -

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

河合事務局長

それでは、ただ今から第３３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

皆様ご苦労様です。コロナウイルス対策の真っ最中でございまして、な

かなかこういった会議もどうかと思いまして、あちこちから休んでも良い

ですかとの問い合わせも来ているようです。全国農業会議所としてはテレ

ビ会議や最悪過半数の出席があれば可能ですとの会等が来ております。

なるべくマスク等してもらい短時間で終了したいと考えております。

本当にいつ収束するか分からない状況でありますけども、前回の総会か

ら北海道内で120人ほど感染者が増えているのではないかと思います。

オリンピックも１年程度の延期になったこともありますし、その関係で

いろいろ弊害が出てきているのも確かでありますし、我々が作る農作物に

対しても外食が減っていたりすることから徐々に影響が出てきているのか

と思っております。

収束についてもワクチンができれば収束に向かうと言われております

が、ワクチンができるまでに5年から10年かかるかもしれないとの話も聞

きます。世界的に見ますと感染者が40万人近く出ているということで以前

のサーズがアジア地域だけで感染者は8,000人程度だったので１年ちょっ

とで収束しましたけども、このコロナウイルスについてはまだまだ予測が

付かないということで、どうか皆さんも気をつけていただきたいと思いま

すし、農作業も頑張って欲しいと思います。

今回もそれほど時間はかからないと思いますがよろしくお願いします。

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。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

日程第１ 議事録署名委員を指名します。３番 渡邊委員、４番 古屋

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 農地のあっせん取り下げついてを上程します。

議案の朗読と内容の説明をお願いします。

河合事務局長

【議案朗読】報告第１号 農地のあっせん取り下げについて。

先月の総会においてあっせんの申し出のありました●●の○○○○さん

の農地３筆□□□□□㎡について、農地中間管理事業による賃貸借契約に

よる契約での合意がなされましたので、あっせんを取り下げるものであり

ます。

なお、来月の総会において、契約内容の審議をいただく予定としており

ますのでご了承願います。

柴田会長

あっせんの取り下げですので、報告のみとさせていただきます。

次に、日程第３ 報告第２号 農地のあっせん結果の報告についてを議

題といたします。

事務局より、議案の朗読と整理番号１については、早坂委員、整理番号

２については、古屋委員、整理番号３については伊藤委員より内容の説明

をお願いします。

河合事務局長

【議案朗読】報告第１号 農地のあっせん取り下げについて。

柴田会長

それでは、整理番号１を早坂委員より報告をお願いします。

早坂委員

整理番号１ ●●市の○○○○さんが所有する協和の農地３筆□□□□

□㎡について、○○○○との賃貸が成立しましたので報告します。

なお、詳細については、議案第１号で事務局より内容の説明があります

のでよろしくお願いします。

柴田会長



- 3 -

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

次に、整理番号２を古屋委員より報告をお願いします。

古屋委員

整理番号２ ●●町の○○○○さんが所有する●●の田１筆□□□□□

㎡について、○○○○さんとの売買が成立しましたので報告します。

なお、詳細については、議案第１号で事務局より内容の説明があります

のでよろしくお願いします。

柴田会長

次に、整理番号３を伊藤委員より報告をお願いします。

伊藤委員

整理番号３ ●●の○○○○さんが所有する田３筆□□□□□㎡につい

て、○○○○さんとの売買が成立しましたので報告します。

なお、詳細については、議案第１号で事務局より内容の説明があります

のでよろしくお願いします。

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。

次に、日程第４ 議案第１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

【議案朗読】議案第１号 農用地利用集積計画の決定について

まず所有権の移転に伴うものとして、先ほどあっせんの結果で報告のあ

りました内容の説明をいたします。

整理番号１につきましては、●●の○○○○さんの田３筆□□□□□㎡

について、○○○○さんに、水田は10a単価△△△△△△円とし、地籍面

積にかけた総額△△△△△△円で売買するものです。

整理番号２は、●●町の○○○○さんの●●の田１筆□□□□□㎡を●

●の○○○○さんに水田10a単価△△△△△△円とし、水張面積■■■aに

かけた総額△△△△△△円で売買するものです。

整理番号３は、●●市の○○○○さんの●●の田１筆□□□□□㎡を○
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

○○○に水田10a単価△△△△△△円とし、水張面積■■■aにかけた総額

△△△△△△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。

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。

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。

次に、利用権について説明をお願いします。

河合事務局長

次に、利用権についてですが、

整理番号１ ○○○○さんの田３筆□□□□□㎡について、、10a単価△

△△△△△円を水張面積■■■aの年額△△△△△△円で○○○○さんと、

令和7年ま△△△△△△での5年間の期間で締結するのものです。

整理番号２ ●●市の○○○○さんの農地３筆□□□□□㎡について、

10a単価△△△△△△円で水張面積■■■aの年額△△△△△△円で○○○

○と、令和5年までの3年間の期間で契約するものです。

柴田会長

ただいま、利用権の整理番号１・２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



- 5 -

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

それでは、利用権について、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

利用権については、原案のとおり決定します。

議案第１号 農用地利用集積計画の決定については、すべて原案のとお

り決定いたしました。

次に、日程第５ 議案第２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

【議案朗読】議案第２号 農地のあっせん委員の指名について。

整理番号１ ●●市の○○○○さんが所有する農地13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。

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。

次に、日程第６ 議案第３号 農業委員会職員の任免についてを議題と

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

【議案朗読】議案第３号 農業委員会職員の任免について。

令和２年４月１日付の人事異動において、新人職員の乙竹 陸（おとた

け りく）君が産業振興課との併任となりますが、農業委員会へ配属とな

る内示がありました。乙竹君は、４月１日付で採用となる予定です。

職員は農業委員会が任免することとなっておりますので、ご審議のほど
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よろしくお願いいたします。

柴田会長

ただいま、内容の説明がありましたが、委員のみなさんから質問・意見

はありませんか。

全委員

質疑なし。

柴田会長

それでは、議案第３号について、原案のとおり決定してよろしいでしょ

うか。

全委員

異議なし。

柴田会長

議案第３号につきましては、原案のとおり決定いたしました。

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。

奥山委員

改良区からですが、13日に通常総会が開かれ、役員補選について比布町

の那須ひろゆき氏が幹事に選任されております。任期は3月14日から令和4

年8月末日までとなっております。

次に承認案件でありますが、土地改良区総合強化対策事業統合再編整備

実施の承認についてということで、新規事業ですが江丹別と大雪土地改良

区の２改良区で、事業概要としましては土地改良区が地区の実態を調査の

上農業団体等との調整を図りつつ、統合整備計画を樹立するものでありま

す。すでに昨年より合併協議会が始まっております。江丹別地区について

は98%が休耕地となっております。２年前に上川総合振興局と旭川市の職

員の方が改良区に来られて統合について検討いただけないかと言うことで

協議をして承認をいただいたところです。

柴田会長

ほかにありませんか。

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉
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全委員

連絡等なし。

柴田会長

なければ事務局からお願いします。

河合事務局長

次回の総会は４月２８日 火曜日、午後４時から開催したいと考えてお

ります。また、令和２年度の総会日程を別紙のとおりに開催したいと考え

ておりますのでよろしくお願いします。

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。

大村委員

改良区の通水式がその日にありますので、会長に後日ご案内が行くと思

います。

柴田会長

よろしいでしょうか。

全会長

異議なし。

河合事務局長

それでは、次回の総会は４月２８日午後４時から開催いたします。

何点か連絡をさせていただきます。

４月１日より、農業委員の募集を始めさせていただきます。

募集の案内・必要書類については、公区長及び農協・改良区・農済に送

付しておりますし、広報誌にも掲載をする予定です。必要であれば用意し

ておりますのでお持ちいただくようよろしくお願いします。

本年度より、農業委員の皆様の活動の中で、最適化推進委員の役目も担

っていただいておりますので、それぞれ活動の内容を整理させていただき、

交付金の交付を受けていきたいと考えております。

柴田会長

次に、産業振興課から連絡事項等をお願いします。

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉
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河合事務局長

職員も若い者が増え、ほとんどが農作業をしたことがない職員が多くお

りますので、播種作業と田植え作業をどこかで体験をさせていただきたい

と考えております。

１日ずつで短く、ご迷惑とは思いますが、産業振興課職員７名と考えて

おりますので、ご希望がありましたら日程調整等させていただきますので

よろしくお願いします。

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３３回総会を閉会します。ご苦労様でした。

（午後４時３９分終了）

以上、内容が正確なることを確認し押印する。

令和 ２年 ３月２６日

会 長 柴田 隆

署名委員 渡邊 智弘

署名委員 古屋 博美

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉


