
平成21年第19回岩手町農業委員会総会会議録 

 

１、平成21年第19回岩手町農業委員会総会は、平成21年11月20日、午後１時30分、岩手町役場 第４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）報告第１号 平成21年度農地パトロール実施結果について 

 （２）議案第１号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について 

 （３）議案第２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 

 （４）議案第３号 農地法の適用外証明に対する可否の決定について 

 

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             

      ６番 遠藤 幸夫             

      ７番 黒澤 金一             

      ８番 細野 清悦             

      10番 千葉 子             

      13番 佐々木 由和            

      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。 

      ５番 横澤 稔秋             

      ９番 三浦 博子             

      11番 太布 光則             

      12番 岩﨑  明             

 

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38分） 

 

議    長 ただいまから第19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

15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、５番 横澤稔秋委員、９番 三浦博子委員、11番 太布光則委員、12

番 岩﨑  明委員の４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。１番幅清一委員、２番三浦新太郎委員ご

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、配布してあります報告１件 議案３件の提出があります。お諮りします。

報告１件 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、報告１件、議案３件を議題とすることに決定いたしました。早速報

告第１号 平成21年度農地パトロール実施結果報告について、の件でございます。 

       農地調整委員長より、報告書の提出がありますので、説明を求めます。 

 

13番佐々木委員 横澤委員長が欠席ですので、副委員長の私が代わりに報告します。 

まず、経過として、農地調整小委員会は、平成21年６月19日に行われた第14回岩手町

農業委員会総会後に第１回農地調整小委員会を開催し、平成21年度農地パトロールの実

施について検討を行いました。県農業会議が８月～11月までの４カ月間を県下統一の農

地パトロール月間として設定しており、町農業委員会としても耕作放棄地の確認・調査、

違反転用の早期発見や防止により、優良農地の確保と農地の活性化・有効利用を図るた

め、昨年に引き続き農地パトロールを実施することとしました。実施の方法は、委員全

員による６班編成とし、関係機関と連携しながら９月、10月、11月に実施することとし

ました。各班における実施結果は、第１班から第６班まで、資料のとおりです。 

       まとめとして、各班で確認した遊休農地等を別紙一覧表にまとめ、これらの農地の活

用対策においては、この10月に発足した「岩手町耕作放棄地対策協議会」や町、農業改

良普及センター、ＪＡ等関係機関へ情報提供を行い、有効活用に資することとします。 

       町農業委員会は、今後においても回覧文書や町広報紙などに掲載するなど啓蒙に努め

ることとし、委員個々においては、日頃、地区行事・集会などのあらゆる機会を捉えて



遊休農地対策について、農家へ啓蒙することが大切であり、農家の農地貸借や作付けの

相談を受けながら、遊休農地の解消と農地の有効利用に努めるものとします。 

       また、資料の最後に「遊休農地等の一覧」を掲載しておりますので、ご参照願います。 

       以上で報告を終わります。 

 

議    長 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） 

 

議    長 無いようですので、質疑を打ち切ります。報告第１号 平成21年度農地パトロール実

施結果報告について、を終わります。 

 

議    長 次に、議案第１号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について

の意見の決定について、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 資料は３ページをご覧願います。この土地は先程の報告第１号のパトロール結果の表

にもございますが、丸泉寺の黒く塗られた３筆、それから 10 月５日の水堀・沼宮内の黒

く塗られた、五日市３地割のところ、水堀、笈の口の田の７つが既に山林化しており、

農地として活用するには困難な土地です。現地確認については、農地パトロールで、委

員が確認しているほか、図面等で確認しました。図面等備えておりますので、ご覧にな

りたい方は事務局まで申し出てください。なお、この二方は今年通知した非農地通知書

というものを発送する手続きとなります。総会で決定後にこの通知書を送ることとなり

ます。非農地の合計は平成 20 年 11 月の集計では、949,523 ㎡でした。今回 23,720 ㎡を

合わせて、累計で 973,243 ㎡となります。これが非農地として集計されたものです。農

地パトロールで「中間」とか「要」とありますが、今後、耕作放棄地対策協議会等で

「どなたかに借りて作付したい」ということに向けて、情報提供していきたいと思いま

す。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。 

 

事  務  局 この 11 月の２日付で新聞等でご覧になった方もあろうかと思いますが、県農業会議で   

      は、農地再生コーディネーター６名を県内の農協等に配置して、耕作放棄地対策にあた 

るということで、地元の東部経済営農センターに民部田信一さん、水堀の方がこの度、

辞令を受けて職員として配置していることをご紹介しておきます。 

 

１番 幅委員 その方がパトロールするのか。現地調査とか。 

 

事  務  局 直接現場に行ったり、農家に直接相談にのったりとか情報提供したりします。 

 



13番佐々木委員 農地再生関係が国の予算でかなり削られたという情報があるが、２年半コーディネ

ーターが回るのは当然ですけれども、その中で予算のカットとか、途中でコーディネー

ターを削るというのは無いですよね。 

 

事  務  局 この事業は、国のふるさと雇用再生特別基金雇用を活用して、県と委託して３年間、

今年度予算800万と聞いております。農地再生対策、耕作放棄地対策の事業費が削られる、

又は現状維持とかはないでしょう。加速化事業は凍結と聞いてます。 

 

議    長 ほかに、質疑ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 異議なしと認め、本件を可とすることに決定いたします。 

 

議    長 次に議案第２号に入ります。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、事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 資料の方は５ページとなります。農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・売

許可申請承認」についてです。受付番号は13番、土地の所在地は大字川口第28地割の４

筆で、登記地目、現況地目とも畑、面積は1,229.41㎡です。受ける方が大字川口第28地

割の＊＊＊＊です。貸出人は住所は盛岡市となっていますが、元南山形出身の82歳男性

の方です。理由は増反によるもの、相手方の要望です。耕作面積は合計で43,064㎡とな

ります。売買価格が総額600,000円、所在地については６ページを参照願います。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。 

 

７番黒澤委員 ＊＊＊＊農業生産法人というのは、どういう内容ものをやっているか教えてほしい。 

 

事  務  局 この方、かなり前から南山形地区で農地を借りながら人を使って、水稲なり、転作な

りをやっている方です。 

 

13番佐々木委員 宗教団体ではないか。南山形で一軒家をかりてやってる人たちのグループではない

か。 

 

事  務  局 宗教かどうかはわかりません。 

 

７番黒澤委員 岩手町だけか。玉山や盛岡でももっているのか。 

 

事  務  局 定かではありません。 



 

７番黒澤委員 いずれ、田畑を主体とした生産法人か、畜産とかではなくて米と転作等であるのか。 

 

事  務  局 はい。 

 

１番 幅委員 その説明にある43,064㎡だが、南山形近辺だと思う。４年ぐらい前から、この話あり、

＊＊＊＊さんがあの辺を借り始めた。農業委員会通して借り始めたのは３～４年前から。

ハニーバンタムやキャベツ等を無農薬として売っている。売り先は盛岡。 

 

７番黒澤委員 住所は、川口第＊地割＊番地＊となっているが、事務所とか置いていると思うが、場

所はどの辺か。 

 

１番 幅委員 元農協前の出張所の向い。 

 

７番黒澤委員 分かりました。 

 

議    長 ほかに質疑ございませんか。 

 

議    長 無いようですので質疑を打ち切り、本件を可とすることに異議ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

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

 

議    長 次に、議案第３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 資料の方は８ページとなります。受付番号４番、６番、７番、３名の方から出ており

ます。 

       まず、４番、土地の所在は大字江刈内第 15 地割、水田 2,478 ㎡、申請人は大字江刈内

第 15 地割、58 歳の男性です。昭和 53 年頃から山間のため、作付出来なく耕作できず、

現在は原野化している状況です。証明願は 10 ページにございます。登記簿は田、現況は

原野、現況との見方ですが、台帳地目と考えれば、水田となって農業委員会では管理し

ていました。それで現況が原野となっているものです。位置の状況、現在の状況はこの

後、調査員報告がありますので省略いたします。 

       お二方目、6 番、大字川口第 42 地割、登記地目・現況地目が田、畑等とありますが、

申請人は、大字沼宮内の 89 歳、女性の方です。ここは昭和 54 年頃から不作付しており、

現在は原野化しており、証明願は 13 ページにございます。田畑は原野化しております。 

       ３番目の方は、受付番号７番、土地の所在は大字沼宮内第12地割、登記地目、現況地



目が畑3,649㎡、申請人は大字沼宮内第10地割の63歳、女性です。証明願は10ページに載

せてあります。昭和53年頃から耕作できないという状況です。以上です。 

 

議    長 説明が終わりました。ここで現地調査の代表委員の方からの報告をお願いします。 

 

７番黒澤委員 午前中に事務局から田村、山中両職員の案内で、６番遠藤委員、７番の黒澤、８番の

細野委員の３人で現地調査しました。 

まず、中村光秀さんの土地の所在地は、江刈内から山の中に入ったところの林道、私

有地の林道だが、そこをずっと入った所で、沢が狭くて、両方が山で雑木林で、開拓ブ

ームの時に米を作りたいと無理に沢水を利用して田んぼにした所で、ところが両方の山

の木が伸びてきて日当たりも悪いし、転作が増加されて、米は作れないということで、

大分前から荒地になっている。田んぼと田んぼの間の経路もすでに杉とかが生えてきて

年数も経っている。田そのものも小さいものが連なっている。開墾した当時は何とか維

持してきたと思いますが、高齢化もあり、位置的にみて、私たち委員は、農地として復

元可能かどうか、貸して借りて等があるかと考えてみたが、話を聞いても無理というこ

とで、その状況を見て認めざるを得ないのではないかという判断に至りました。 

       次に８ページ、９ページの６番の＊＊＊＊さんについて、現地にもようやく木を切り

ながら入り、道路も人がやっと一人入れる位であり、耕作するような道路が無く、面積

はあるが点在している状態、山の状態でした。＊＊＊＊さんは高齢者の方で農地の近く

に生まれ住んで頑張ってきたが、20年位前に高齢でもあって町に下がり、耕作は出来な

いと、山になっていると、ということです。復元できるかどうか、それから関係等がど

うかというと、傾斜地でもあり、すでに山の状態だと、面積は多いが無理だとの判断に

至りました。 

       次に、９ページの最後の＊＊＊＊さんの申請ですが、民部田住宅の上のあたりで、こ

こも道路に問題があったし、既にカラマツが植えられて、樹齢としては３～４年位には

なっているという状況であり、傾斜地でもあり、農地として復元は無理と判断して来ま

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。この３件について質疑ござい

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。本件について、可とすること

にご異議ありませんか。 

（なしの声） 

 

議    長 無しと認め、可とすることに決定いたします。 

 

議    長 その他ありませんか。



（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19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16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 
 
                    １番                   印 
 
                    ２番                   印 
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