
第１２回 愛別町農業委員会総会議事録

１ 開催日時 令和３年 ６月２９日（火） 午後４時００分

２ 開催場所 総合センター大ホール

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 農用地利用集積計画の決定について

議案第２号 現況証明の交付について

議案第３号 職員の任免について
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河合事務局長

それでは、ただ今から第１２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。本日は、予定通り３階委員会室において農業委員会総

会を行う予定でありましたが、議会が長引いた関係で総合センター大ホール

にて行わせて頂いております。さて、皆様もご存じのとおり愛別町役場内で

人事異動が行われるということであります。農業委員会に関しては、河合事

務局長が農地整備課長へ、代わりに小森整備課長が農業委員会事務局長にこ

られます。小森課長に関しましては、産業振興課長を兼務するというこであ

ります。また、元事務局長の高田直樹君が農業委員会に戻ってきてくれると

言うことで非常に期待しているところであります。農業委員会を兼務してお

りました乙竹君は併任が解かれるということであります。それぞれの場所で

大いに頑張って頂きたいと思います。本日はどうぞよろしくお願い致します。

河合事務局長

それでは総会成立の確認をさせていただきます。本日、在任委員１４名

中、田中委員が遅れて出席となっておりますが、全委員の出席をいただく

ものとしております。

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。１２番 水谷委員、１３番中

井代理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後、地区担当の委員より報告をいただきたと思

いますのでよろしくお願いします。

〈発言者〉 〈発 言 内 容〉
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

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

成田委員より報告をお願いします。

成田委員

整理番号１は、令和3年4月2日に申し出のありました●●の○○○○さ

んの●●の畑１筆□□□□□㎡について、○○○○との売買が成立しまし

たので報告します。

整理番号２については、令和３年３月１８日に申し出がありました●●

の○○○○さんの農地２筆□□□□□㎡について、○○○○さんとの売買

が成立しましたので報告いたします。

詳細については、議案第１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１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 農用地利用集積計画の決定についてを

議題とします。

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

所有権については、先ほど、あっせん結果の報告のありました内容の集

積計画となっております。

整理番号１ ●●の○○○○さんの●●の畑1筆□□□□□㎡を○○○

○が購入するもので、総体を△△△△△△円で売買するものです。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

柴田会長

ただいま、整理番号１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。

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１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１については、原案のとおり決定いたしました。

整理番号２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２ ●●の○○○○さんの田1筆□□□□□㎡について、○○

○○さんと売買するもので、水張面積■■■aに単価△△△△△△円を掛

けた総額△△△△△△円で売買するものです。

柴田会長

ただいま、整理番号２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。

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〉

それでは整理番号１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

田中委員出席

柴田会長

それでは、整理番号２については、原案のとおり決定いたしました。

利用権の整理番号１から５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から5については、農地中間管理事業として○○○○が令和14

年2月末まで借り受ける契約となっております。

整理番号1 ●●の○○○○さんの田1筆□□□□□㎡について、水張■

■■aに10a単価△△△△△△円を掛けました総額△△△△△△円で契約す

るものです。

整理番号2 ●●の○○○○さんの田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3 ●●の○○○○さんの田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4 ●●の○○○○さんの水田1筆のうち□□□□□㎡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、利用権の整理番号１～５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。
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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１～５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、議案第1～５号については、原案のとおり決定いたしました。

次に整理番号６は私が議事参与の制限に該当しますので、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６～８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６～８については、それぞれ整理番号１～５内容について、農

地中間管事業により、○○○○から令和14年2月末まで、それぞれの契約

内容で借受するもので、整理番号3については、○○○○が、整理番号2と

5については、○○○○さんが、整理番号1と5については、○○○○さん

が契約するものです。

中井代理

ただいま、整理番号６～８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。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

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６～８については、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６～８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

それでは議案第１号 農用地利用集積計画については、すべて原案の通

り決定いたしました。

次に、日程第４ 現況証明の交付についてを議題とします。

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２号 現況証明の交付について

●●の○○○○さんより、●●の田1筆□□□□□㎡の現況証明願いの

提出がありました。

この土地については、令和元年10月の農地利用状況調査でも確認を行っ

ておりますが、○○○○さんから、今後、隣接する宅地と合わせ、活用い

ただける方に譲っていきたいとの意向から地目を変更していきたいとのこ

とですので、ご審議をよろしくお願いいたします。

柴田会長

現地を確認いただきました委員を代表し、鉛口委員に報告をお願いしま
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

す。

鉛口委員

現地については、高規格道路建設時の残地であり、面積も小さく、不整

形なことから収用後からは水田として耕作はしておりません。残地補償も

あり、すでに水張もなく、雑草等も生い茂っていることから、今後も農地

としての活用をしていく予定はなく、農地に復元することは困難であるた

め、「農地・採草放牧地以外」として確認しました。

柴田会長

鉛口委員から説明をいただきましたが、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、現況証明願いについては、証明書の交付を決定します。

次に、日程第５ 議案第３号 職員の任免についてを議題とします。

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 職員の任免について。

7月1日付の人事異動の内示がありましたので、ご承認いただきたいと思

います。

事務局長として、産業振興課長との併任となりますが、小森 優さんが

農地整備課から来られます。小森さんは、農業委員会での事務の経験につ

いては、ありませんが産業振興課長として総会には同席いただいておりま

したので、ある程度内容的には理解していただいているものと思っており

ます。

また、主幹として、高田 直樹さんが総務企画課から戻ってきます。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

農業委員会の事務経験も豊富ですので、事務的には問題ないかと思いま

す。

また、今まで産業振興課と農業委員会を併任しておりました私と乙竹の

農業委員会の併任が解かれ、私は農地整備課に異動となっております。乙

竹君について産業振興課の事務に専念することとなりました。

小森局長が併任ではありますが、通常の事務体制は、高田主幹の一人で

の対応となります。

10月から3月までは、中間管理事業委託で会計年度任用職員を配置する

予定としておりますが、産業振興課も事務経験の少ない職員が多くいます

のでなかなかカバーしていくことも難しいのではないかと思われますので

委員のみなさまのご協力もよろしくお願いします。

柴田会長

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３号 職員の任免については、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。
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

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。

河合課長

産業振興課長より連絡事項

柴田会長

それでは、事務局よりお願いします。

河合課長

農業委員会事務局より連絡事項

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、７月２９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
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〈発言者〉 〈発 言 内 容〉

以上で第１２回総会を閉会します。ご苦労様でした。

（１７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 ３年 ６月２９日

会 長 柴田 隆

署名委員 水谷 絵美

署名委員 中井 太志


