
第３回 愛別町農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和２年 ９月３０日（水） 午後６時３０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 岡田 仁 2 川崎 進

3 早坂 進 4 沼田 武

5 成田 聖美 6 鉛口 裕二

7 奥山 泰久 8 昔農 深雪

9 高田 峰雄 10 渡邊 智弘

11 田中 幸夫 12 水谷 絵美

13 中井 太志 14 柴田 隆

５ 欠席委員 １名

６ 議 案

議案番号等 議 案 内 容

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 農地法第５条の規定による許可申請について

議案第３号 農地のあっせん委員の指名について
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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3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

収穫作業で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。

審議が必要な案件がありましたので、総会を開催することとさせていた

だきました。最近は、雨もあまり降っていないということで、作業も順調

に進んでいるのかなというところでありますが、出来具合も数量もあり、

質も良いという話が上がってきております。

さて、前回の総会時に、安倍首相が辞任をするという話が上がっていま

したが、現在は菅首相が就任されたということで、安倍政権の良い部分を

引継ぎながら、新たな改革を行って頂きたいという風に考えております。

新たな改革というと、ハンコの廃止やスマホの普及促進などを謳っており

ますが、我々も交付申請等でお世話になると思いますが、是非積極的に活

用していきたいと考えております。本日は3件の案件でありますが、皆様

ご協力のほど宜しくお願い致します。

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、成田委

員より欠席の連絡をいただいており、13名の委員の出席となっております。

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。6番 鉛口委員、7番 奥山委

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 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

認についてを上程いたします。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 農地の賃貸借に係る合意解約通知の成立状況の確認につい

て



- 2 -

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

整理番号1 ●●の○○○○さんの田1筆□□□□□㎡について、令和10

年3月30日まで、●●の○○○○さんと賃貸借契約しておりましたが、令

和2年8月31日に合意解約の申し出がありました。

○○○○さんの経営縮小に伴う合意解約となっており、議案第3号にて

改めてあっせんの申し出がありますのでご審議願います。

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3 議案第2号 農地法第5条の規定による許可申請につい

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

議案第2号 農地法第5条の規定による許可申請について。

整理番号1番につきましては、○○○○さんが所有します●●の1の田□

□□□□㎡について、○○○○さんに売却し、建設資材置き場用地として

活用していくため、永久転用の申請がありました。

この土地は、農振の農用地区域外となっており、図面を見ていただきま

すとわかりますが、住宅と堤防に挟まれた農地で、他の農地と連担性がな

く、用排水設備についてもない状態であり、水稲の作付けができない状態

で、牧草が作付けされております。

また、○○○○さん自体も経営の縮小を行う予定であることから、農地

の有効活用を行うためには、転用することが良いとの判断ですので、ご審
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

議いただきますようよろしくお願いします。

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

ありません。

柴田会長

それでは、議案第2号について、原案のとおり許可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2号につきましては、原案のとおり許可いたします。

次に、日程第4 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

【議案朗読】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 ●●の○○○○さんが所有します農地10筆□□□□□㎡に

ついて、あっせんの申し出がありました。

賃貸を希望しております。

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 ●●の○○○○さんが所有します農地6筆□□□□□㎡につ

いて、あっせんの申し出がありました。

賃貸を希望しております。

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 ●●の○○○○さんが所有します農地１筆□□□□□㎡に

ついて、あっせんの申し出がありました。

賃貸を希望しております。

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。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

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。

奥山委員

2点ほど連絡事項をお話しさせていただきます。1点目は先日の8月27日

に土地改良区の臨時総会がございまして、10月20日から10月29日まで全地

区を対象に合併に伴う現地説明会を開催することになりました。当町は、

10月28日の午後3時から農協の3階で行います。また近くなりましたら、文

書で皆様にお伝えさせていただきたいと思っておりますので、お忙しい中

だと思いますが宜しくお願い致します。

もう1点になりますが、9月18日付けで本理事長であります伊林正が健康上

の理由により、辞任届を提出されました。これについて28日に臨時会が開

催されまして、辞任届を受理致しました。これに伴いまして、理事長の互

選を行った結果、鷹栖町の佐々木辰善さんが理事長に選出されましたので

ご報告させていただきます。任期については、明日の10月1日から2年間と

させていただいております。報告は以上です。

柴田会長

他ございませんか。

なければ産業振興課長から連絡事項等ありましたらお願いします。

河合課長

収穫時期を迎え、順調に作業が進んでいるものと思っております。日没

も相当早くなりましたので、機械作業等での事故にだけは十分留意いただ

ければと思います。

また、12月上旬頃の交付金交付に向けて、経営所得安定対策等の実績報

告について書類を送付させていただきました。

令和3年の水稲の作付希望調査と合わせ、期日10/21までの提出をよろし

くお願いします。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

書類が全てそろわないと交付申請できませんので、早めの提出をお願い

します

本日農林水産省より予算の概算要求がまとめられたものが公表されまし

た。総額で2兆7,734億円という金額で、昨年の当初と比べると、4,600億

円強増えている状況であります。また気になる点でいくと、農業農村整備

事業ということで、国営の事業の関係で、3,983億円と720億円ほど昨年と

比べると増額して要求しているところであります。まだまだ12月の閣議決

定、3月までに国会での審議ということで、この数字が変わってくる可能

性はありますが、大きく増えた中での予算要求がなされている状況であり

ます。これには、新型コロナウイルスも影響しているのではないかと見て

いるところであります。機械の導入や補助事業等予定しているところがあ

りましたら、早めにお声掛けいただきますようお願い致します。

また、先ほど9月15日現在の国で押さえている作柄状況というものが発

表されました。北海道全体では、105、上川では106ということで前回の調

査から1ポイントずつ上がっている状況であります。10aあたりの予測の収

量としては上川では604㎏ということで前年と比べると5㎏ほど上がってお

ります。最終的には10月末の数字が確定になるとは思いますが、坪刈りを

して、数字の確定のための調査も進んでいると思いますのでよろしくお願

いいたします。

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10月30日金曜日に開催したいと考えております。あわせて、

農地利用状況調査を実施したいと考えております。15時00分に役場前に出

発で、数か所の現地の確認をいただき、その後、総会を開催したいと考え

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。

全委員

異議なし。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

河合事務局長

それでは、次回の総会は、10月30日午後15時から開催いたします。

もう1点、北海道農業会議より、全国農業会議所主催で令和2年7月の豪

雨災害への義援金協力の案内がありました。農業委員会として積み立てを

活用しての対応、または、個人での対応等を協議願います。

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。（義援金に関しては個人での対応で異議無し）

柴田会長

以上で第３回総会を閉会します。ご苦労様でした。

（午後 １９時００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 ９月３０日

会 長 柴田 隆

署名委員 鉛口 裕二

署名委員 奥山 泰久


