
第３４回 愛別町農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和２年４月２８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 １３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 １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

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３４回農業委員会総会を開会します。

まず先月の総会で任免いただきました新人職員を紹介したいと思いま

す。

産業振興課との併任となります「乙竹 陸」です。自己紹介をお願いし

ます。

乙竹主事

おはようございます。4月から農業委員会をやらせていただくことにな

りました。乙竹 陸と申します。今回が初めての総会ということで、たく

さんメモを取って勉強していきたいと考えていますので本日はよろしくお

願いいたします。

河合事務局長

新任の職員ですので、わからないことだらけですがよろしくお願いしま

す。

それでは、柴田会長よりご挨拶をお願い致します。

柴田会長

大変お忙しいところ 、お集まりいただきましてありがとうございます。

ここにきて、天候に悩まされていると思いますが、20日過ぎの種まきを

した方々からすればまだ芽が見えるか見えないかという方が多いと思いま

す。我々の法人も、22日に撒いた種が全然顔を見せてくれませんけれども

今日で7日ですが、これまでになかったことだと思います。皆さんにも注

意していただきたいと思います。

また、コロナウイルスが終息を見ない状況でありますので、皆さんに

も気を付けていただくとともに、、今日のテレビでは学校関係が5月いっぱ

いの休校を考えているというニュースも出ております。我々自然相手の外

仕事で、心配はないのかなという気持ちもありますが、十分注意して農作

業をしていただけたらなと思っております。

本日案件は報告を含めても4件ということでそんなに時間はかからない

かと思いますのでスムーズに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、岡田委
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

員より欠席の連絡をおいただいております。13名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。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、渡邊委員より内容の説

明をお願いします。

河合事務局長

【議案朗読】報告第１号 農地のあっせん結果の報告について。

柴田会長

それでは、整理番号1を渡邊委員より報告をお願いします。

渡邊委員

整理番号１ ●●の○○○○さんが所有する●●の農地１筆□□□□□

㎡について、○○○○さん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

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３ 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

整理番号1 先ほどあっせん結果の報告のありました○○○○さんの田

１筆□□□□□㎡について、、10a単価△△△△△△円を水張面積□□□□
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

□aの年額△△△△△△円で令和3年までの1年間の期間で締結するのもの

です。

整理番号2 ●●の○○○○さんの農地１筆□□□□□㎡について、●

●の○○○○さんと10a単価△△△△△△円で水張面積□□□□□aにかけ

た年額△△△△△△円で令和７年までの5年間の期間で契約するものです。

整理番号3 ●●の○○○○さんの農地3筆□□□□□㎡について、●●

の○○○○さんと水張□□□□□aについては10a単価△△△△△△円、条

件の悪い水張□□□□□aについては10a単価△△△△△△円の総額△△△

△△△円で令和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、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、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

議案第２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４ 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 ●●の○○○○さんが所有する畑2筆□□□□□㎡につい

て、あっせんの申し出がありました。

売買・賃貸を希望されております。

あっせん委員に、鉛口委員、早坂委員、水谷委員を指名します。

柴田会長



- 4 -

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

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

質疑なし。

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。

渡邊委員

灌漑用水の通水は例年通り5月2日からとなっておりますので周知の程よ

ろしくお願いいたします。

柴田会長

それでは事務局より連絡お願いいたします。

河合事務局長

次回の総会は、６月８日月曜日午後４時と前回の総会において年間計画

をしておりますが、6月2日から4日まで予定されておりました全国農業委

員会長大会等が中止となりました。8日の予定の変更も可能となりますの

でご意見をいただければと思います。

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。

全委員

意義なし。

河合事務局長

それでは、次回の総会は６月８日午後４時から開催いたします。

4月1日から30日まで農業委員の募集をさせていただいております。

4月27日現在、８名の応募がありました。先ほども2名の提出がありまし

たが、4/30まで受付を行っております。5月中に候補者の評価委員会とい

うことで6月18・19で行う予定でありますのでよろしくお願いいたします

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。

河合事務局長
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

春作業が始まり、これから作付けが本格化していきます。

例年であれば、経営所得安定対策等の申請に向けて、全体会議を開催し

申請手続きや産地交付金の関係を説明するところですが、コロナウイルス

の関係上、本日書類を郵送をさせていただきました。

農業委員のみなさまの分はお手元の封筒にありますので、お持ち帰りを

よろしくお願いします。

受付も、5月12日・13日の2日間で実施をさせていただきますが、３密を

避ける取り組みをしてまいりますので、総合センター大ホールにて実施さ

せていただきます。

また、愛別町での活用を協議している産地交付金について、資料を配布

させていただきましたが、産地交付金につきましては農政事務所の方と協

議を進めているところでありますので、修正等あるかと思いますが、それ

ぞれ国の交付金等を活用していきながら進めていきたいと考えております

のでよろしくお願いいたします。以上です。

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３４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 ２年 ４月２８日

会 長 柴田 隆

署名委員 奥山 泰久

署名委員 大村 正利


