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苫小牧市地域農業再生協議会（仮称）設立総会・第１回定期総会 議事録

１ 日時及び場所

・日時 平成２３年４月１日 午後１時００分

・場所 市役所９階第２委員会室

２ 会員の現在数 ６人

当該総会に出席した会員数 ６人

規約第１８条第４項により当該総会に出席したと見なされた者の数 ０人

出席した会員の氏名 苫小牧市産業経済部長 五十嵐 充

苫小牧市農業委員会 会長 長峯 修

とまこまい広域農業共同組合

苫小牧支所 生産課長 鈴木 喜美夫

いぶり農業共済組合 農作課長 西村 直人

農地利用集積円滑化団体

苫小牧市農業水産課 主任主事 奥井 雅俊

生産者の代表者 織田 曻

事務局（苫小牧市農業水産課） 西野事務局長

深藪前主査

早坂主査

３ 議案

・設立総会

第１号議案 苫小牧市地域農業再生協議会（仮称）の設立について

第２号議案 苫小牧市地域農業再生協議会規約（案）について

第３号議案 苫小牧市地域農業再生協議会会計処理規程（案）について

第４号議案 苫小牧市地域農業再生協議会事務処理及び文書管理規程（案）について

第５号議案 苫小牧市地域農業再生協議会公印取扱規程（案）について

第６号議案 苫小牧市地域農業再生協議会内部監査実施規程（案）について

第７号議案 役員の選出について

・第１回定期総会

第１号議案 平成 23 年度事業活動計画（案）について

第２号議案 平成 23 年度収支予算（案）について

４ 議事の経過の概要及びその結果

・総会の議長は、苫小牧市産業経済部の五十嵐部長が務めた。

・全ての議案について承認された。
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５ 議事録署名人の選任

・議事録署名人に、長峯氏（農業委員会会長）と織田氏（生産者代表）が選任された。

６ 会議の顛末

西野事務局長

それでは今日出席予定の方が全員揃いましたので、ただいまから苫小牧市地域農業再生協議

会設立総会を開催させていただきます。その前に私の方から今日出席の方を紹介させていただ

きたいと思います。

（出席者の紹介）

西野事務局長

それではお手元の総会次第により進めていきたいと思います。

最初に次第の２にあります、発起人あいさつということで、苫小牧市産業経済部長よりあい

さつを行いまして、次いでご来賓として今日お越しいただいております農政事務所第九課長の

谷口様よりご挨拶をいただきます。

次に、４の設立総会ということで会の規約、規程、役員の選出についておはかりさせていた

だきたいと思います。その後、第１回定期総会ということで、平成２３年度の事業計画、収支

予算について諮っていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

それでは、発起人として、産業経済部長よりごあいさつ申し上げます。

五十嵐部長

あらためましてどうもごくろうさまでございます。

苫小牧市地域農業再生協議会の設立にあたりまして発起人を代表してご挨拶申し上げます。

産業経済部長の五十嵐でございます。年度始めのお忙しいなか、本総会に参加いただき厚くお

礼申し上げます。また、日頃から本市の農業行政につきまして、ご協力をいただいていること

につきまして、重ねてお礼申し上げます。

さて、ご案内のとおり平成２３年度より、農業者戸別所得補償制度が本格実施されるにあた

り、市段階での実施体制を設置する必要から、本日、苫小牧市地域農業再生協議会を立ち上げ

ることとなりました。

この間、各関係機関の皆様から、事前にご相談やご指導をいただきながら本日を迎えること

ができました。本当にありがとうございます。

ご存知のとおり、本市の農業は、酪農・畜産を主としていることから、本制度の対象となる

米の生産農家はなく、麦・大豆等の生産農家につきましても、植苗・美沢地区の数件となって

ございます。

そのため、米の生産調整を担ってきた水田農業推進協議会が設置されておらず、また米を対

象とした戸別所得モデル対策事業や水田・畑作経営安定対策事業の実務も経験をしていないな

かでの設立となっております。

そうしたことから、戸別所得補償制度にかかる事業につきましては、北海道農政事務所地域

第九課様のご指導を賜り、また、各関係機関のご協力もいただいて、事務を進めてまいりたい

と思いますのでよろしくお願い申し上げます。
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また、再生協議会の事業内容としては、集落営農の組織化、法人化など担い手の育成確保に

対する取組、農地の集積、耕作放棄地の解消など多岐にわたって取り組むものとしています。

いずれも、今日の農業にとって大きな課題となっておりますので、この取組につきましてもご

協力をお願いしたいと思います。

本日の総会につきましては、設立総会として会の規約・規程・役員体制等についてご審議を

いただき、その後第１回通常総会として平成２３年度の事業計画・予算についてご審議をいた

だく運びとなっております。本総会が成功裏に終了し、協議会の立ち上げがスムーズに運びま

すようにお願い申しあげて、簡単ではありますが発起人のあいさつとさせていただきます。本

日はよろしくお願いいたします。

西野事務局長

つづきまして、ご来賓としてお忙しいなか、北海道農政事務所地域第九課谷口課長様に出席

いただいておりますので、ご挨拶のほうをよろしくお願いいたします。

農政事務所地域第九課 谷口課長

谷口でございます。本日はおめでとうございます。

いま五十嵐部長からこれまでの経過を話していただきましたが、２２年度から全国的に戸別

所得補償のモデル対策ということで水田に限った部分で進めてまいりました。

２３年度からは本格実施ということで、それに畑作が加わったということでありますので、

いわゆる水田協議会以外にも、畑作の持っている部分も多くございますので、こういうような

農業を一体的に取り組むと、担い手なり耕作放棄地の対策をやっていくということで、これま

で市のほうに説明しながらやってきました。苫小牧市の方でも早速対応していただきお礼を申

し上げるところでございます。

この制度については、農家の方に直接支払うということで、今までにない仕組ではあるんで

すけれども、もちろん、役場さん、農協さん、共済さんの協力を得ながら進めてまいるという

ことで、22 年度は初めてということで大変な部分もあったんですけど、それを軌道に乗せてい

く本格実施ということでございます。いま申し上げましたように、皆さま方関係機関の協力な

しには進まないものであります。

ご当市については、お話にあったように、対象者はごく限られているということであります

ので、今までは該当が無かったということではあるんですけれども、所得安定対策からの引継

ぎ等ありますので、引き続き、今回設立していただいたのを機に、またさまざまな取組もござ

いますので、いろいろ相談しながらやっていただきたいと思います。ご協力をよろしくお願い

いたします。

西野事務局長

どうもありがとうございました。谷口課長には所用のため退席とさせていただきます。

（谷口課長退席）

それでは、さっそく設立総会を始めさせていただきたいと思います。

最初に議長選出ですが、規約案においては、議長は総会の出席会員のうちから選出すること

となっております。本会は設立総会で前例もないことから、事務局から五十嵐産業経済部長に
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議長をお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。

（出席者から「はい」との声）

西野事務局長

それでは、よろしくお願いいたします。

五十嵐部長

それでは、議長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

それでは、総会の次第にそって進めてまいりたいと思います。

「第１号議案 苫小牧市地域農業再生協議会（仮称）の設立について」から「第６号議案 苫

小牧市地域農業再生協議会内部監査実施規程（案）について」まで、一括して事務局から説明

をお願いいたします。

（議案書の内容を事務局 深藪前主査より一括説明）

五十嵐部長

ただいま、説明のありました議案につきまして、ご質問・ご意見等ございましたらお伺いい

たします。いかがでしょうか。

（質問、意見なし）

五十嵐部長

私のほうから、実際、事業の補助金は、国、道を通じて、ということですが、いつ頃入って

くるのでしょうか。

事務局 深藪前主査

すでに内報を３月にいただいていますが、今日４月１日が実施要綱等の発令日なので、実際

に入ってくる時期はわかりません。金額は示されていまして、第１号議案でやるんですが、協

議会に入ってくるのは 125,000 円となっています。

五十嵐部長

定期総会の議案としてやるんですね。わかりました。会員の皆さまから何かございますか。

（質問、意見なし）

よろしいですか。それでは、「第１号 苫小牧市地域農業再生協議会（仮称）の設立について」

から「第６号 苫小牧市地域農業再生協議会内部監査実施規程（案）について」まで承認する

ということでよろしいでしょうか。

（出席者から「はい」との声）

五十嵐部長

ありがとうございます。それでは承認することと決まりました。

次に「第７号議案 役員の選出について」、事務局から説明をお願いします。
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西野事務局長

それでは、「第７号議案 役員の選出について」説明させていただきます。

第７号議案につきまして、別紙として提出いたします。役員体制につきましては、記載のとお

りでございます。

五十嵐部長

ただいま、第７号議案について説明がありましたけれども、ご質問・ご意見等ございました

らお願いいたします。

（質問、意見なし）

五十嵐部長

それでは、この内容で承認することでご異議ございませんか。

（出席者から「はい」との声）

五十嵐部長

それでは、承認することと決定いたしました。その他事務局のほうから何かございませんか。

西野事務局長

特にございません。

五十嵐部長

それでは、これで議案についての審議は終了することとします。

なお、今設立総会は、規約第１５条により成立することとし、議事録署名人は、長峯さんと

織田さんにお願いします。

以上で設立総会については終了いたします。ありがとうございました。

西野事務局長

それでは、引き続き第１回定期総会を開催してまいりたいと思います。

通常であれば、会長あいさつから会が進行するわけですけれども、今回は省略をさせていた

だきまして、また議長の選任につきましても、引き続き五十嵐部長にお願いをしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

五十嵐部長

はい。それでは、引き続き第１回の定期総会を開催いたします。

まず、大会は規約第１５条により成立をしていることを宣言します。次に議事録署名人につ

きましては、引き続き長峯さんと織田さんにお願いします。

それでは、「第１号議案 平成２３年度事業活動計画（案）」、「第２号議案 平成２３年度収支

予算（案）」について、一括して事務局より説明をお願いします。

（議案書の内容を事務局 深藪前主査より一括説明）
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五十嵐部長

ただいま、説明のありました「第１号議案 平成 23 年度事業計画（案）」につきまして、ご

質問・ご意見等ありましたらお伺いいたします。

いぶり農業共済組合 西村課長

産地資金の関係で、乗ってない部分の上乗せ部分として、他の協議会ではだいたい春先から

この品目にはこのくらいで考えているというのを示している部分もあるようですが、苫小牧と

してはそこまでいってないですか。

事務局 深藪前主査

この間通知があったのは、転作の部分で北海道としてはいきたいという考え。苫小牧にはそ

ばとか菜種はないですし、あるとすれば甜菜だとか、道の考えに一致しているのかなと。道、

胆振のほうでこういうふうにいきたいというのであれば、それについていくということで考え

ています。特に本当の産地資金というか、自分だけのところにあげてくれだとか、そういうこ

とはないです。それがいいのかというのはあるんですが、実際３件しかないのでうちだけがど

うこうということにはならないのではないか。苫小牧はそこまで特殊な所に力を入れていると

いうのがないですし、道や胆振に足並みを合わせるということで考えています。

五十嵐部長

その他に何かございますか。

（質問、意見なし）

ないようでしたら、事業活動計画案は承認することでご異議ございませんか。

（出席者から「はい」との声）

五十嵐部長

ありがとうございます。それでは承認することに決定いたしました。

次に、「第２号議案 平成２３年度収支予算（案）について、ご質問・ご意見等ございました

らお伺いいたします。

（質問、意見なし）

五十嵐部長

よろしいでしょうか。それではこちらも承認することで決定させていただきます。

それでは、議長の務めはこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

西野事務局長

設立総会・定期総会の全てについてご承認いただきましてありがとうございます。

今後につきましては、活動計画によって着実に事務を進めていきたいと思いますので、ご協

力をよろしくお願いいたします。

なお、議事録につきましては、後日送付させていただきますので、署名をよろしくお願いい

たします。

本日は、大変ありがとうございました。これで終了させていただきます。
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以上、会議の顛末を記録し、後日に証するためここに署名捺印する。

議 長 印

署名人 印

署名人 印


