
平成21年第18回岩手町農業委員会総会会議録 

 

１、平成21年第18回岩手町農業委員会総会は、平成21年10日20日、午後１時30分、岩手町役場３階会

議室に招集された。 
 
１、今回会議に提出された議案は、次のとおりである。 
 （１）議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する可否の決定について 

 （２）議案第２号 農地法の適用外証明に対する可否の決定について 

 （３）議案第３号 岩手町農業振興地域整備計画変更届出書に対する意見の決定について 

 

１、本日の出席委員は、次のとおりである。 

      １番 幅  清一             

      ２番 三浦 新太郎            

      ３番 岩舘 修一             

      ４番 武田 昭蔵             

      ５番 横澤 稔秋             

      ６番 遠藤 幸夫             

      ７番 黒澤 金一             

      ８番 細野 清悦             

      ９番 三浦 博子             

      10番 千葉 子             

      11番 太布 光則             

      12番 岩﨑  明             

      14番 田中 正志             

      15番 國枝 金一             

      16番 井戸 ツヨミ            

      17番 澤村 勇次郎            

      18番 松本 良子（会長職務代理者）    

  （議長）19番 福島 昭士（会長）         

 

１、本日の欠席委員は、次のとおりである。 

      13番 佐々木 由和            

 

１、職務のため会議室に出席した農業委員会事務局の職員は、次のとおりである。 

      農業委員会事務局長   千葉 照雄 

      農地振興係主幹     田村  寿 

      副主幹         八戸 美和子 

      副主任         山中 寿行 

 

（開会時刻 午後１時30分） 



 

議    長 ただいまから第18回岩手町農業委員会総会を開会いたします。ただいまの出席委員は

18名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。なお、本日

の欠席通告者は、13番佐々木由和委員の１名であります。 

 

議    長 会議録署名委員及び書記の指名を行います。会議録署名委員及び書記は、会議規則第

13条の規定により当職より指名することにご異議ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 異議なしと認め、当職より指名いたします。16番井戸ツヨミ委員、17番澤村勇次郎委

員ご両名にお願いいたします。また、書記は事務局の山中副主任にお願いいたします。    

 

議    長 本日の総会は、配布してあります 議案３件の提出があります。お諮りします。 議案

３件を議題とすることにご異議ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 異議なしと認め、 議案３件を議題とすることに決定いたしました。 

 

議    長 議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する可否の決定について、

であります。事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 議案第１号でございます。ページは２ページをご覧願います。受付番号が 12 番、土地

の所在は大字土川第＊地割＊番＊、面積が 19,518 ㎡の内、10,574 ㎡、借受人が大字土川

第５地割の 58 歳の男性の方です。貸出人が大字江刈内第 11 地割の 58 歳の男性です。２

筆ありまして、もう１筆は、大字土川第＊地割＊番＊、面積が 3,426 ㎡、合計で、約１

町４反部、価格が年額 60,000 円です。理由については増反によるものです。場所につい

ては３ページとなります。牧場がこの浮島部落にありますが、浮島地内に牧草地があり

ますので、地図を参照ください。以上です。 

 

議    長 説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

議    長 貸出期間はどうですか。 

 

事  務  局 平成 31 年 12 月 31 日までの 10 年間です。 

 

議    長 他に質疑ございませんか。 

 

７番黒澤委員 貸出の 19,518 ㎡の内、10,574 ㎡ということで、9,000 ㎡が残りますが、貸出人は農地



だが建築資材を置いているが、農地として残したいから、貸し借りから外したのかお聞

きしたい。 

 

事  務  局 一部畑として残しているが自分で使いたいと、また、借り方としてもこの面積でいい

と、お互いに取り決めがあったものです。 

 

議    長 他に質疑ございませんか。 

（なしの声） 

 

議    長 無いようですので質疑を打ち切り、採決に入ります。議案第 1 号農地法第３条第１項

の規定による許可申請に対する可否の決定について原案のとおり可と決定することにつ

いて、ご異議ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 意義なしと認め、原案のとおり可とすることに決定いたしました。 

 

議    長 続きまして、議案第２号 農地法の適用外証明に対する可否の決定について、別紙の

とおり、農地法の適用外証明が提出されたので、可否の決定を求める、の件でございま

す。事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 議案第２号ですが、資料の追加がございます。お手元の方に、農地法の適用外証明願

の写しを５ページの次に資料の追加お願いします。５ページとなります。農地法の適用

外証明願承認について、です。受付番号は４番となります。土地の所在は、大字沼宮内

第９地割の２筆、登記地目畑、現況地目も畑、１筆が857㎡、もう１筆が892㎡となりま

す。合計で約１反７畝、申請人は、盛岡市の55歳男性の方です。現在の状況は、耕作さ

れていなく雑草とか生い茂っております。５ページの次に証明願ということで現在の状

況が記載されおります。場所につきましては、６ページにありますので、参照願います。

以上です。 

 

議    長 事務局の説明が終わりました。ここで、現地調査の報告を代表委員からお願いします。 

 

６番横澤委員 今回の現地調査は、私、横澤と、３番岩舘委員と４番武田委員と事務局２名により、

行いました。場所は、大町の北日本銀行の裏側にあたります。町から東への斜面地で、

道路もなくて、畑が２面あったという形跡はありました。この山の中腹に新しい道路が

出来ており、この道路が畑に行く通路をガードレールでふさがれて、全然農地として活

用できない状況でした。耕作は難しいなと思いました。以上です。 

 

議    長 現地調査の報告が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 



（なしの声） 

 

12 番岩崎委員 この持ち主は、今は仙北町ですか、もともとは何処に住んでいたか。 

 

事  務  局 沼宮内の＊＊＊＊さんです。 

 

12 番岩崎委員 この方は、今住んでる方、持ち主は兄弟か。この人が元やってて盛岡に出たから辞め

ていたのですか。 

 

事  務  局 仕事の関係で盛岡の住所になってまして、沼宮内にも家があり、行ったり来たりして

いるらしいです。いずれ住所登録は盛岡市です。 

 

12 番岩崎委員 こういうケースは、町内にだいぶあるでしょうね。届出てない人はいるだろう。台帳

と実態が違うのは多いことは、課題として考えるべき。 

 

12 番岩崎委員 毎年税務課から、通知がいっているはず。それを見ていないということ。 

 

事  務  局 住所が岩手町ではなくて、農地が岩手町にあるというケースはあります。この方の場

合は、周りの方に迷惑をかけたくない。雑草とか生えていると迷惑になる。整備して資

材置き場等として農地としないこととして利用してもいたいということでした。 

 

議    長 その他ございませんか。無いようですので質疑を打ち切り、採決に入ります。議案第

２号 農地法の適用外証明に対する決定については、可とすることに、ご異議ございま

せんか。 

（なしの声） 

 

議    長 異議なしと認め、可とすることに決定いたしました。 

 

議    長 次に、議案第３号岩手農業振興地域整備計画変更申出書に対する意見の決定について、

農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第１項の規定に基づき、岩手町長

より別紙のとおり変更したい旨の申し出があった岩手農業振興地域整備計画変更申出書

について、農業委員会の意見の決定を求める、の件でございます。事務局の説明を求め

ます。 
 
事  務  局 ８ページとなります。農業振興計画の変更に対する事業計画の概要であります。今回

２件となります。１つ目、③番の計画者は大字川口第４地割の＊＊＊＊でございます。

事業目的は、農用地を工場駐車場に転用したいということです。土地の所在は、大字川

口第４地割 10 番 2、所有者は＊＊＊＊、面積は 496 ㎡、地目につきましては畑、現況も

畑です。工場整理のため、駐車場が手狭になったということで、近くの農地を借りて駐

車場としたいということです。場所は 11 ページをご覧願います。11 ページと 13 ページ



ですが、工場の入り口の右側のところを使いたいという計画です。 
       ２つ目、④番、資料は 14 ページからをご覧ください。計画者は大字川口第 44 地割の 
      高村守、計画は農用地を農業用施設用地、肉鶏舎用地に転用するというものです。場所

は白椛地区で、この方の自宅の裏側４筆です。大字川口第 44 地割 43 番から始まる４筆

です。合計で、9,294 ㎡、登記地目、田、畑、現況も田、畑です。農地、山林も含め３ｈ

ａを造成し、肉鶏舎８棟を建設する予定です。建設を進めるにあたって、地元からの承

諾をいただいているところですが、玉山の＊＊＊＊との企業連携をとり、行うというこ

とです。位置につきましては、17 ページを参照願います。道路のそばに自宅があり、そ

の裏側が山林になっており、この山林の裏手側が一部農地で斜線となって 
４畝、大きいところで５反歩位で、農地となっております。18 ページにも図面がありま

すので参照願います。以上です。 
 

議    長 事務局より説明が終わりました。それでは、現地調査の報告を代表委員からお願いい

たします。 
 
５番横澤委員 先程と同じように、委員３名と事務局２名で現地調査してまいりました。③番の方は、

＊＊＊＊さんの入り口、向かって右手に申し出た畑がありました。工場長から話を聞き

まして、今まで使っていた倉庫を工場にしたら、従業員が増え、駐車場がなく、路上駐

車となっており、今日も４台程駐車していました。 
④番は、自分の畑を利用し、ブロイラーの生産を、＊＊＊＊と一緒にしたいというこ

とで、場所的にも自分の裏山ということで、建物管理もベスト、問題は無いと感じまし

た。以上です。 
 
議    長 現地調査の報告が終わりました。質疑に入ります。質疑ございませんか。 
 
６番遠藤委員 ④番ですが、営農計画が全体像が見えない。用途変更はいいが、場所的に集落、民家

もあるところ。問題は、し尿、臭いの処理、この辺のあたりを計画で示した方がよいの

では。事務局で分かるところを教えてほしい。 
 
事  務  局 臭い、衛生面はおっしゃるとおりです。岩手町には、ほかに卵がとかありまして、そ

こよりはかなり臭いは抑えられ、処分方法も高熱焼却、密閉処理し対策はありました。

企業が＊＊＊＊であり、県内にいくつもあり、ほかの市町村にもあるわけで、地元住民

も見てまわったそうで、同意したということです。事業の方も大きく資金面でも、今回

認定農業者になったことで、有利な融資を受けられると思う。農林環境課サイド、県関

係、指導を受けながら進めているところです。 
 
議    長 よろしいですか。 
 
６番遠藤委員 もう少し。３町歩での事業計画で、８棟ということでしたよね。1 棟、順繰りにやって、 
      常に出荷、消毒と、８棟まるまる使用するが、ローテーションの関係があるが、どれぐ



らいの規模、頭数か。 
 
事  務  局 総数は８棟、97,380 羽を年に５回転です。 
 
７番黒澤委員 環境アセスメントはクリアしているか。 
 
事  務  局 そこまで法制は無い。住民への同意・説明は行っている。行政指導は各地でやってい

る。法的措置は無い。 
 
７番黒澤委員 それを県に出しますよね。県では打診しているのか。 
 
事  務  局 現地開発、山を起こすのが主、下準備はしている。 
 
６番遠藤委員 森林法は開発許可申請はどれくらいからか。 
 
事  務  局 １区域、１事業です。 
 
16 番井戸委員 そこは今、私が勤務しているところです。１日２万２～３万羽だが、今後３万羽を計

画しており、地元の適しているところを探している。雇用確保と衛生面はまめにやっ

ている。電気関係だった方が、仕事が無くなり、その従業員を優先的に採用している。 
 
１番 幅委員 前に説明を受けた時は、150 坪のものを 12 棟作る、10 万羽と聞いたが、どちらが本当

か。 
 
事  務  局 資金のやりくりで、まだ、実施設計はまだで、現場との弾力性が出てくるので、うち

の認定はこの数値でとらえてほしい。 
 
１番 幅委員 ＊＊＊＊の件で、今度、岩瀬張地区でもやるという話があるが、本当か。 
 
16 番井戸委員 詳しくは分からないが、できるだけ、その地区の周辺ということだと思います。 
 
１番 幅委員 聞いたところでは、14 日９時にある人が７町歩ほど、と交渉しているみたいです。 
      ２つの農場を作りたいと言っていた。 
 
16 番井戸委員 就職難もあり、近いところということだと思います。 
 
議    長 その他ございませんか。無いようですので質疑を打ち切り、採決に入ります。議案第

３号について、可とすることに、ご異議ございませんか。 
 

（なしの声） 



 
議    長 異議なしと認め、可とする意見に決定いたしました。 
 

議    長 この際ですので、その他として委員の皆さんから又、事務局から何かありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 無いようですので、以上で本日の会議に付された議案は、全て終了いたしました。こ

れで本日の会議を閉じ、第18回岩手町農業委員会総会を閉会いたします。 

 

（閉会時刻 午後２時10分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議の次第を記載したものであるが、その内容の真正なることを認め、ここに署名押印する。 

 

 
                    議長                   印 
 
                    16番                   印 
 
                    17番                   印 
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