
第９回 愛別町農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和３年 ３月２６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 岡田 仁 2 川﨑 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

１ 欠席委員 0名

６ 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
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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９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。冬は雪が多いなあという印象でしたが、最近のぽかぽ

か陽気でだいぶ融雪が進んできていると思います。皆様におかれましても、

融雪剤の散布、ハウスの段取りが終わったことと思いますが、４月に入ると

若干、気温も下がるということも聞いております。ハウス作業等において、

十分に気をつけて頂きたいと思います。

さて、先程地方連の役員会がございまして、南富良野の地方連の会長さんが

仰っていましたけれども、南富良野のハウスの被害が３０７０棟ほどにな

ってしまっているという状況であるということです。ハウスが被害に遭う

ということは、農家にとって経済的にも精神的にもダメージが大きいと思

います。もし隣近所がそのような状況になってしまった時は、手を差し伸

べてあげて頂きたいです。

本日の議案は多くはないので、スムーズな議事進行に努めて参ります。協

力の程お願い致します。

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、全委

員の出席をいただいております。

農業委員会等に関する法律第27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 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のあと沼田委員より報告をお願いします
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

河合事務局長

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

沼田委員より報告をお願いします。

沼田委員

整理番号1番については、令和2年10月5日に申し出がありました●●の

○○○○さんの農地□□□□□㎡について、●●の○○○○さんとの売買

が整理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報告のみと

させていただきます。

柴田会長

あっせん委員の皆さん大変ご苦労様でした。議案第2号により審議いた

だきますので報告のみとさせていただきます。

続きまして日程第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上程します。事務局より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。

平成26年より基盤強化促進法で賃貸借契約しておりました●●の○○○

○さんと●●の､○○○○さんの農地2筆□□□□□㎡について、令和3年3

月19日に合意解約の申し出がなされました。

売買を希望しており、今回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

質問・意見なしを受けて

柴田会長
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

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、原案の通り決定してよろしいでしょうか。

全委員

異議なしを受けて

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、原案の通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します。

河合事務局長

議案第2号 農用地利用集積計画の決定について

まず、所有権についてです。

先ほど、あっせん結果の報告のありました●●の○○○○さんの所有す

る●●の田3筆□□□□□㎡について、●●の○○○○さんと総額△△△

△△△円で売買するものです。水張面積■■■aに単価△△△△△△円、

水張■■■ａ（圃場番号35.36番）は全体で△△△△△△円となっており

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

質問・意見なしを受けて

柴田会長

それでは所有権について、原案の通り許可してよろしいでしょうか。

全委員

異議なしを受けて

柴田会長

それでは、所有権については、原案のとおり決定いたしました。

次に利用権についてですが、整理番号1は私が議事参与の制限に該当し
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

ますので、一時退席します。

中井代理に進行をしていただきますので、よろしくお願いします。

中井代理

それでは柴田会長に代わりまして、進行をさせていただきます。

整理番号1について、事務局より説明をお願いします。

河合事務局長

整理番号1 ●●の○○○○さん農地1筆□□□□□㎡について、水張■

■■ａに10ａ単価△△△△△△円を掛けた総額△△△△△△円で、令和3

年4月1日から令和8年3月31日までの5年間の契約をするものです。

中井代理

ただいま、整理番号1の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

質問・意見なしを受けて

中井代理

それでは整理番号1は原案の通り許可してよろしいでしょうか

全委員

異議なしを受けて

中井代理

整理番号1については原案の通り許可することとします。

それでは柴田会長の着席を許可し進行を交代します。

柴田会長

それでは引き続き議案第2号の審議を再開します。

整理番号2から9までの内容の説明をお願いします。

河合事務局長

整理番号2から9までですが、それぞれ○○○○と令和14年2月28日まで

の期間で契約としております。

整理番号2 ●●の、○○○○さんの農地9筆□□□□□㎡について、水

張■■■ａが10ａ単価△△△△△△円、畑□□□□□㎡に10ａ単価△△△

△△△円を掛けた総額△△△△△△円で契約するものです。

整理番号3 ●●の〇〇〇〇さんの農地2筆□□□□□㎡について、水張
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

■■■ａに10ａ単価△△△△△△円を掛けた総額△△△△△△円で契約す

るものです。

整理番号4 ●●の○○○○さんの農地6筆□□□□□㎡について、水張

■■■ａに10ａ単価△△△△△△円を掛けた総額△△△△△△円で契約す

るものです。

整理番号5 ●●の○○○○さんの農地1筆□□□□□㎡について、水張

■■■ａに10ａ単価△△△△△△円を掛けた総額△△△△△△円で契約す

るものです。

整理番号6 ●●の○○○○さんの農地2筆□□□□□㎡について水張■

■■ａに10ａ単価△△△△△△円を掛けた総額△△△△△△円で契約する

ものです。

整理番号7 ●●の○○○○さんの農地7筆□□□□□㎡について、水張

■■■ａに10ａ単価△△△△△△円を掛けた総額△△△△△△円で契約す

るものです。

整理番号8 ●●の○○○○さんの農地5筆□□□□□㎡について、水張

■■■ａに10ａ単価△△△△△△円を掛けた総額△△△△△△円で契約す

るものです。

整理番号9 ●●の○○○○さんの農地8筆□□□□□㎡について、水張

■■■ａに10ａ単価△△△△△△円を掛けた総額△△△△△△円で契約す

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

質問・意見なしを受けて

柴田会長

それでは整理番号2から9について原案の通り許可してよろしいでしょう

か。

全委員
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

異議なしを受けて

柴田会長

それでは整理番号2から9については原案の通り決定いたしました。

次に整理番号10についてですが、沼田委員が議事参与の制限に該当しま

すので一時退席をお願いします。

それでは説明を事務局より説明をお願いします。

河合事務局長

整理番号10 先ほど整理番号2において〇〇〇〇さんが〇〇〇〇と契約

した農地について、〇〇〇〇より〇〇〇〇さんが令和14年2月28日までの

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、委員のみなさんから質問・意見

はありませんか。

全委員

質問・意見なしを受けて。

柴田会長

それでは整理番号10について原案の通り許可してよろしいでしょうか。

全委員

異議なしを受けて。

柴田会長

それでは整理番号10について原案の通り決定いたしました。

沼田委員の着席を許可します。

次に整理番号11について事務局より内容の説明をお願いします。

河合事務局長

整理番号11 先ほど整理番号3から9における〇〇〇〇と契約した農地に

ついて、〇〇〇〇より〇〇〇〇さんが令和14年2月28日までの期間で契約

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。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

全委員

質問・意見なしを受けて。

柴田会長

それでは整理番号11について原案の通り許可してよろしいでしょうか。

全委員

異議なしを受けて。

柴田会長

それでは整理番号11について原案の通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。

全委員

柴田会長

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

産業振興課長からの連絡事項

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

農業委員会事務局長からの連絡事項

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 異議無し。

河合事務局長

それでは、次回の総会は、４月２８日午後５時から開催いたします。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

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

柴田会長

以上で第９回総会を閉会します。ご苦労様でした。

（ １６時４０分 終了）

以上、内容が正確なることを確認し押印する。

令和 ３年 ３月２６日

会 長 柴田 隆

署名委員 鉛口 裕二

署名委員 奥山 泰久


