
第１５回 愛別町農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和３年１１月３０日（火） 午後４時００分

２ 開催場所 役場委員会室（３階）

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

５ 欠席委員 １名

６ 議 案

議案番号等 議 案 内 容

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

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
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小森事務局長

それでは、ただ今から第15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

こないだちょっと雪が降ってあれでしたけど、穏やかな日が続いており

ます。仕事も大分一段落ついて、ゆっくりしているのかなと思っているとこ

ろであります。国の方も来年の作付面積が大体分かってきたところでありま

す。今年よりも約４万ヘクタール、3％ほど転作の方にシフトして欲しいと

いうようなことでありますけども、北海道の方で昨年みたいに種まきが終わ

ったら深掘りですといって5％に近い数字に無理くり持っていったというこ

ともありますので、そういうことのないように慌てないように、私たちも３

％は仕方ないのかなということで取り組んでいった方が良いのかなと思うと

ころであります。

先日2021年の補正予算ということで一般会計で36兆円近くの規模で補正

予算が組まれたところでありますけども、それに伴いまして国債が1兆円を

超えたと言うことで国民1人に割りますとかなりの借金になっているのかな

と思っているところであります。農林水産関係でも8億9000万円近くの数字

が出ているところであり6日の臨時国会でほぼ決定されるのではないかと思

っております。ということは愛別で取り組んでいる基盤整備にもそれなりの

予算が付いてくるのではないかと思っているところでありまして、基盤整備

が少しでも早く進んで欲しいなと思っているところであります。それに伴っ

て転作の取り組み方も直接払いの拡大加算をカットしてリノベーション一本

にするとか取り組む内容も畑地化にするには戦略作物を作らなければならな

い、牧草だけではダメだと、複数年契約も牧草単年度収穫では補助金があた

らないとの話も聞いております。ちょっと厳しい面もありますけども、それ

を見込んで新たな取り組みをしていかなければならないのかなと思っている

ところあります。金額が大きくても取り組み方によっては自分に見返りがな

くなってくるようなことでは経営的に難しいのかなと思っているところであ

りますが、少し時間がありますので、来春までには自分の考え方を新たにし

て愛別町の取り組み方として皆さんで考えていきたいと思っております。

本日はこの後久しぶりに収穫祭ということで、7月に事務局長が交代しま

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

したので、歓迎会の意味も含めて皆さんの参加を期待いたします。

本日は案件はあまりありませんけども、農地利用状況調査についてご説

明するところであります。

本日もよろしくお願いします。

小森事務局長

それでは総会成立の確認をさせていただきます。本日、成田委員から欠

席の連絡をいただいております。委員13名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。7番 奥山委員、8番 昔農委

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 農地法第5条の許可にかかる工事完了報告につい

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。

高田主幹

【議案朗読】報告第1号 農地法第5条の許可にかかる工事完了報告につ

いて

本件につきましては、昨年9月30日に開催した第3回総会において南町の

○○○○さん、本町の株式会社□□□□さんから申請のあった建設資材置

場の転用許可について、工事が完了したとの報告があったものです。写真

を回覧しておりますが、申請のとおり土地造成が完了しております。

柴田会長

ただいま、報告第1号について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。



- 3 -

〈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、報告第1号については以上といたします。

続きまして、日程第3 議案第1号 農地法第3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します。

高田主幹

【議案朗読】議案第1号 農地法第3条の規定による許可申請について

資料は2ページ以降にございます。整理番号1番につきましては、豊里の

○○○○さんと息子の●●さんとの使用貸借です。このたび息子の●●さ

んが経営を引き継ぐとのことで、来年1月1日から10年間の使用貸借となり

ます。

柴田会長

ただいま、議案第1号についての説明がありましたが、地区担当の委員

より意見をお願いいたします。整理番号1番について、田中委員より意見

をお願いします。

田中委員

整理番号1番については、現在の○○さんの経営をそのまま引き継ぐ形

となります。数年前から○○さんと一緒に作業を行っており、経営継承後

は認定農業者の申請も行う予定となっていることから、問題は無いと考え

ます。

柴田会長

担当地区の委員より意見がありましたが、他の委員から何か質問・意見

はありませんか。

全委員
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

質問・意見なしを受けて

柴田会長

それでは、議案第1号 農地法3条の規定による許可申請については、原

案の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、議案第1号につきましては、原案のとおり許可することと決

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。

事務局より議案の朗読とあっせん委員の指名をお願いします。

高田主幹

【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番 留萌市の△△△△さんから、資料11ページのとおり、

畑 3筆 2,470㎡について、あっせんの申出がありました。売買を希望さ

れておられます。

あっせん委員に、田中委員・成田委員・渡邊委員を指名いたします。

整理番号2番 字愛別の□□□□さんから、資料14ページのとおり、

田 10筆 80,919㎡ 水張り 737.9a・畑 3筆 4,824㎡について、

あっせんの申出がありました。売買または賃貸を希望されておられます。

あっせん委員に、沼田委員・昔農委員・田中委員を指名いたします。

整理番号3番 豊里の▽▽▽▽さんから、資料17ページのとおり、

田 5筆 60,741㎡ 水張り 574.8aについて、あっせんの申出がありまし

た。賃貸を希望されておられます。

あっせん委員に、田中委員・成田委員・渡邊委員を指名いたします。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

整理番号4番 金富の▲▲▲▲さんから、資料20ページのとおり、

畑 1筆 1,278㎡について、あっせんの申出がありました。売買または賃

貸を希望されておられます。

あっせん委員に、鉛口委員・川崎委員・水谷委員を指名いたします。

整理番号5番 金富の■■■■さんから、資料23ページのとおり、

田 2筆 29,252㎡ 水張り270.9a・畑 1筆 1,085㎡について、

あっせんの申出がありました。売買を希望されておられます。

あっせん委員に、鉛口委員・川崎委員・水谷委員を指名いたします。

整理番号6番 豊里の▼▼▼▼さんから、資料26ページのとおり、

田 1筆 2,826㎡ 水張り 25.9aについて、

あっせんの申出がありました。売買を希望されておられます。

あっせん委員に、田中委員・成田委員・渡邊委員を指名いたします。

柴田会長

ただいま、議案第2号についての説明がありましたが、あっせん委員を

含め、皆さんから質問・意見はありませんか。

岡田委員

■■さんのところだけ現在の耕作状況がありませんが。

鉛口委員

もとのマイタケ工場跡地を××農産で贈与を受けた際、畑についても売

買したいとの話でした。

柴田会長

他にご意見等ございませんか。

全委員

質問・意見なしを受けて
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

柴田会長

それでは、あっせん委員の皆さんよろしくお願いします。

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

産業振興課から連絡事項等をお願いします。

小森課長

今年のコロナの関係の下落の対策と言うことで農協で理事会通ったと思

いますが、貸し付けの資金が用意されると言うことで町の方でも12月議会

に出しますが、利子補給についての予算を見ようと思っていますが、最長

で5年若しくは1年未満の短期のつなぎ融資と言うことで12月末実行日にむ

けての資金に対する利子補給を考えております。それと、良質米対策で今

年低タンパクが当初予定していたよりも大幅に多く出ましたので、補正予

算700万を見ておりますので、無事議会が通れば出せるようになると思い

ます。産地交付金については深掘り対策に大分予算が取られたということ

で相当厳しい状況となっていて、他の地区で余った予算があれば年明けに

追加が来るかどうか微妙なところです。

以上です。

柴田会長

産業振興課長から交付金等についてお話しがありましたが、何かご質問

等はございますか。

全委員

質問なしを受けて

柴田会長

それでは、事務局よりお願いします。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

高田主幹

それでは、先日実施いたしました農地利用状況調査についてご報告いた

します。

①○○○○さんの農地については、前回の総会で現況証明願が出されて

おり、先日地目変更の登記が完了した旨の報告を受けております。

②△△△△さんの農地については、現在▲▲▲▲さんと賃貸契約をして

いる土地のさらに奥にある場所です。③については、宅地裏の畑となって

おります。

④□□□□さんの農地については、宅地横の畑となっております。

なお、この農地につきましては、現在行っている国営事業で新たに農地

となることが確定しておりますので、特に所有者への周知は行いません。

⑤と⑥▽▽▽▽さんの農地については、かなり以前から現況と地目が一

致していないところであり、現況証明等を提出していただくよう引き続き

周知を行います。

⑦～⑬●●●●さん、有限会社■■■■（40-1と41-2は平成25年から賃

貸していたが、××さんが亡くなったため、契約終了。）の農地につきま

しては、昨年（55-5、-10、-14は道路沿いのため、図面はなし。説明もな

し。）現況証明願が出されており、一部地目変更の登記が完了しておりま

すが、現在、道内の農作物卸販売業者がこの土地を利用し農地所有適格法

人を目指して関係機関と協議中であります。今後動きがありましたらご報

告させていただきます。

以上、該当する農地については所有者に周知を行います。

農地利用状況調査については以上となります。

次に、次回の総会についてですが、12月17日 金曜日 午後4時からとい

たします。終了後、新型コロナの状況を見ながらとはなりますが、懇親会

を予定しております。

最後に、農業会議から「ほっかいどう女性農業委員・農地利用最適化推

進委員通信」が発行されましたのでお手元に配布してございます。

事務局からは以上です。

柴田会長
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

事務局から農地利用状況調査の内容説明と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

意見なしを受けて

高田主幹

それでは、次回の総会は、12月17日 金曜日 午後4時から開催いたしま

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

なし

柴田会長

以上で第15回総会を閉会します。ご苦労様でした。

（16時50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11月30日

会 長 柴田 隆

署名委員 奥山 泰久

署名委員 昔農 深雪


