第１１回（令和３年６月）

農業委員会総会議事録

１．日

時

令和３年６月 23 日(水) 午前 10 時 00 分～午前 11 時 00 分

２．場

所

豊富町役場 議員会議室

３．議事日程
開会宣言並びに会議宣言、議事録署名委員の指名
報告第１号 農地所有者代理事業の実施について
議案第１号 現況証明願について
議案第２号 農用地利用集積計画作成の要請について
議案第３号 農用地買入協議の要請について
そ の 他 諸般の報告
４．出席委員
1 番 樺沢
4 番 吉中
10 番
13 番

１３名
議長 14 番 横山 廣美
政良
2 番 菅原 佳子
3 番 大藤
豊
克則
5 番 太田
稔
6 番 長岡 政勝
8 番 松田よし子
大沼 強志
11 番 組澤 康之 12 番 工藤 正二
山岸 康行

５．欠席委員
１名
7 番 鈴木 敬二
9 番 高谷
優
６．事務局
事務局長 井上 具則
主事 山岸 純樹
７．会議顛末 別紙のとおり
開会宣言 10 時 00 分
議
事 11 時 00 分
閉会宣言 11 時 00 分
８．閉会

開会 午前 10 時 00 分
第１１回

総

会

の

経

過 概 要
閉会 午前 11 時 00 分

事務局長

定刻になりましたので、ただ今から第１１回総会を開催いたします。
議事進行について、会長よろしくお願い致します。

議長

本日の出席委員は 12 名であります。農業委員会等に関する法律第２７条第
３項の規定によります過半数に達しておりますので、本日の総会が成立してお
りますことをご報告申し上げます。議事録署名委員は、大沼委員・組沢委員に
お願いいたします。
それでは、「報告第１号 農地所有者代理事業の実施について」事務局長よ
り説明願います。

事務局長

１件目についてですが、農業委員会法第 31 条の規定に基づく議事参与の制
限により、松田委員退席願います。(松田委員 退席)
〔報告第 1 号 １件目説明〕
ここで一度説明を切ります。ご審議宜しくお願い致します。

議長
事務局長

質問及び皆さんから何かありませんか。
無ければ説明を続けてください。（松田委員着席）
〔報告第 1 号 ２件目～８件目説明〕
ここで一度説明を切ります。ご審議宜しくお願い致します。

議長

質問及び皆さんから何かありませんか。

委員

個人で購入した後は、後々ＴＭＲセンターに貸し出すのか。

事務局長
議長

事務局長

議長

事業の関係で経営規模拡大が要件となっているようで、そのため個人で農地
を増やすと聞いている。ＴＭＲセンターに貸出しはしない。
他に皆さんから何かありませんか。
無ければ説明を続けてください。
９件目についてですが、農業委員会法第 31 条の規定に基づく議事参与の制
限により、山岸委員退席願います。(山岸委員 退席)
〔報告第 1 号 １件目説明〕
ここで一度説明を切ります。ご審議宜しくお願い致します
質問及び皆さんから何かありませんか。

委員

この方の農地については、これで全て処分出来たわけではないと思うが、売
れ残った分はどうなるのか。

事務局長

後の案件に出てきますが、北海道農業公社へ買入協議の要請をして参りま
す。

議長

質問及び皆さんから何かありませんか。

委員

全体的にこの方の畑は単価が安いが、そんなに悪い畑なのか。

評価を行
った委員

大半が河の横の畑であり、春の雪解けや秋の大雨の際には全面冠水し、水の
引きも悪い。新播だが種を撒いても成長が悪い畑もあった。

議長

事務局長

議長
事務局長
議長

事務局長
議長

他に皆さんから何かありませんか。
無ければ説明を続けてください。（山岸委員着席）
１０件目についてですが、農業委員会法第 31 条の規定に基づく議事参与の
制限により、松田委員退席願います。(松田委員 退席)
〔報告第 1 号 １０件目説明〕
ここで一度説明を切ります。ご審議宜しくお願い致します。
質問及び皆さんから何かありませんか。
無ければ説明を続けてください。（松田委員着席）
〔報告第 1 号 １１件目説明〕
質問及び皆さんから何かありませんか。
無ければ、次の案件に入ります。
続いて、
「議案第１号 現況証明について」事務局長より説明願います。
〔議案第１号 １件目～２件目説明〕
ここで一度説明を切ります。ご審議宜しくお願い致します。
質問及び皆さんから何かありませんか。
無ければ説明を続けてください。

事務局長

３件目についてですが、農業委員会法第 31 条の規定に基づく議事参与の制
限により、長岡委員退席願います。(長岡委員 退席)
〔議案第１号 ３件目説明〕

議長

質問及び皆さんから何かありませんか。
他に無ければ、次の案件に入ります。
（長岡委員 着席）
続いて、
「議案第２号 農用地利用集積計画作成の要請について」事務局長
より説明願います。

事務局長

議長

事務局長

議長

事務局長

〔議案第２号 21-34 説明〕
〔議案第２号 21-35 説明〕
〔議案第２号 21-36 説明〕
〔議案第２号 21-37 説明〕
〔議案第２号 21-38 説明〕
〔議案第２号 21-39 説明〕
ここで一度説明を切ります。ご審議宜しくお願い致します。
質問及び皆さんから何かありませんか。
無ければ説明を続けてください。
次の案件についてですが、農業委員会法第 31 条の規定に基づく議事参与の
制限により、山岸委員退席願います。(山岸委員 退席)
〔議案第２号 21-40 説明〕
質問及び皆さんから何かありませんか。
無ければ説明を続けてください。（山岸委員 着席）
〔議案第２号 21-41 説明〕
〔議案第２号 21-42 説明〕
次の案件についてですが、農業委員会法第 31 条の規定に基づく議事参与の

制限により、松田委員退席願います。(松田委員 退席)
〔議案第２号 21-43 説明〕
ここで一度説明を切ります。ご審議宜しくお願い致します。
議長
事務局長

議長

事務局長
議長

事務局長

議長

質問及び皆さんから何かありませんか。
無ければ説明を続けてください。（松田委員 着席）
〔議案第２号 21-44 説明〕
質問及び皆さんから何かありませんか。
無ければ、次の案件に入ります。
続いて、
「議案第３号 農用地買入協議の要請について」事務局長より説明
願います。
〔議案第３号 １件目～３件目説明〕
ここで一度説明を切ります。ご審議宜しくお願い致します。
質問及び皆さんから何かありませんか。
無ければ、その他の案件について、事務局よりお願いします。
１．第 10 回総会議事録の町ホームページでの公表について
２．農業委員会視察研修の予定について
３．今後の案件について
質問及び皆さんから何かありませんか。
他になければ、以上を持ちまして、第 11 回総会を終わらせていただきます。

閉会宣言 午前 11 時 00 分
議
長 横山 廣美
議事録署名委員 大沼 強志（第 10 議席）
議事録署名委員 組澤 康之（第 11 議席）

