
平成22年第27回岩手町農業委員会総会会議録【閲覧用】 

 

１、平成22年第27回岩手町農業委員会総会は、平成22年5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年岩手町農業委員会事業報告について 

 （２）報告第２号 農地法施行規則（転用の例外）該当届けについて 

 （３）議案第１号 平成22年度岩手町農業委員会事業計画(案)の決定について 

 （４）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 

 （５）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            

      ４番 武田 昭蔵             

      ５番 横澤 稔秋             

      ６番 遠藤 幸夫             

      ７番 黒澤 金一             

      ９番 三浦 博子             

      10番 千葉 子             

      11番 太布 光則             

      12番 岩﨑  明             

      13番 佐々木 由和            

      14番 田中 正志             

      15番 國枝 金一             

      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。 

      ３番 岩舘 修一       

      ８番 細野 清悦         

      16番 井戸 ツヨミ      

     

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         川村 祐子 

      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27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16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、３番岩舘修一委員、８番細野清悦委員、16番井戸ツヨミ

委員の３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。15番國枝金一委員17番澤村勇次郎委

員の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２件 議案３件の提出があります。お諮り

します。報告２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２件 議案３件を議題とすることに決定いたしました。 

 

議    長 次に、報告第１号平成 21 年度岩手町農業委員会事業報告の承認について、の件

でございます。事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 最初に、前回の総会で＊委員さんから質問があった件についてお答えいたします。

前回の報告第２号農地法施行規則(転用の例外)該当届について＊＊＊＊＊＊との賃

貸借契約ですが年間 96,000 円でございます。２ページをお開き下さい。平成 21 年

度岩手町農業委員会事業報告ですが、この報告については、先月の総会終了後の農

政小委員会で協議し、今回の総会報告とするものであります。２ページの前段には

今日の農業ということで、それからまた世界における農業情勢等を記載しておりま

す。平成 21 年度の岩手町農業で水稲では作況指数が、県平均 100、北上川上流 101

と県平均を上回る好結果となったものの、転作率は 50％と高く、平成 22 年度から

始まる「戸別所得補償モデル対策」の実施など、生産調整システムの転換期を迎え



たということであります。園芸については、「いわて春みどり」が、４年連続 10

億円を突破したところです。また、遊休農地解消対策の一環として、特定農地貸付

法に基づく家庭菜園の開設や、耕作放棄地の再生利用に資することを目的として岩

手町耕作放棄地対策協議会を 10 月に設立し、更に岩手県農業会議では農地再生コ

ーディネーターを新岩手農業協同組合に配置し、岩手町担当として農地再生の相談、

支援活動等を行っています。農業委員会としても引き続き委員全員による農地パト

ロールを実施し、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・有効利用に努め、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ました。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、

あらゆる機会を捉えて遊休農地対策について、農家法へ啓蒙し、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つとめることとしました。 

       また、農業振興の展望を切り開くべく農業経営の確立に努め、特に認定農業者に

あっては家族経営協定の重要性がますことから、締結者の掘り起こしと締結者の連

携強化するためのアドバイス行うとともに、農業経営規模の拡大、農用地の利用促

進、農業の担い手の掘り起こし、効率的な農業経営を実施するための支援に取り組

みました。 

３ページに移ります。１農地事務・事業について、（1）農地調整事務ですがア

からエまでの農地等に関する事務を処理したところでございます。（２）農業経営

基盤強化促進事業で農用地について、所有権移転及び利用権の設定を促進すること

により農地の有効利用と農地の集積を図りました。（３）農家基本台帳の補正整備

事務としてアからイまでの事務を行いました。（４）その他の事業としましては、

農業労働力調整協議会を開催し、農作業賃金標準額を設定しました。２としては、

農業者年金事務で（1）から（８）となっております。（８）農業者年金受給者数

の表には受給者数ということで、受給者累計とありますが受給者計になります。 

４ページの３には総会の開催状況年間で 14 回開催しております。５ページには

４番会議及び研修会等の開催状況を記載しております。６ページ５番議案別集計表

で平成 21年４月から３月までの農地法第３条許可等の件数を記載しております。 

      集計しますと、170 件。ちなみに、平成 20 年度は、158 件。平成 19 年度 232 件で

した。平均して、200 件前後の議案です。以上説明を終わります。 

 

議    長 事務局より説明が終わりました。それでは、委員さんから何かありましたら、ご

発言願います。 

 

（なしの声） 

 

議    長 異議なしと認め、報告第１号平成 21 年度岩手町農業委員会事業報告の承認とさ

せていただきます。 



  

議    長 報告第２号平成農地法施行規則（転用の例外）該当届けについて、の件でござい

ます。事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 それでは資料８ページになります。報告の第２号農地法施行規則（転用の例外）

該当届についてであります。受付番号２番土地の所在地は大字沼宮内第27地割の地

目は畑で5,137㎡のうち39.75㎡。申請人は大字沼宮内第27地割の57歳の男性です。

施設の概要は堆肥舎で農業用施設になります。自宅の既存する牛舎の隣に位置する

ものであり内容については、９ページをご覧いただきたいと思います。位置につき

ましては、11、12ページに掲載しております。以上で事務局の説明を終わります。 

 

議    長 説明が終わりました。質疑ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 異議なしと認め、報告第２号農地法施行規則(転用の例外)該当届についての承認

について、を終わります。 

 

議    長 次に、議案第１号に入ります。平成22年度岩手町農業委員会事業計画(案)の決定

について、の件でございます。説明を事務局からお願いします。 

 

事  務  局 議案第１号 平成22年度岩手町農業委員会事業計画(案)でございます。この件に

つきましても、先月の総会後の農政小委員会で協議し、本総会報告にしたものであ

ります。それでは、14ページをご覧になっていただきたいと思います。基本方針と

して、前段には世界における農業情勢。また、国内における農業情勢、農地法等一

部改正が施行されるなど、我が国の農業の大きな変革が行われようとしており、そ

の動向が注目されております。本町においては、農業経営者の高齢化と農業後継者

や担い手不足による農地の遊休化、中山間地域に伴う利用集積の伸び悩みなど多く

の課題を抱えており、町農業委員会では、これまでも農地・担い手対策を中心に、

農業構造の改善を図る取り組みを進めてきましたが、以上の今日的課題を踏まえ、

担い手に対する農地の利用集積の促進、耕作放棄地の解消と未然防止等、これまで

以上に農地・担い手対策に関して着実な成果を上げていくことが求められています。  

そこで、具体的な計画ということで、１番から６番まで記載しております。１番は、

全国統一組織理念のもと「かけがえのない限られた農地と担い手を守り、力強い農

業をつくる“かけ橋”」となるように努める。 

      ２番は、食料自給率の向上に向けて、その基盤となる優良農地の確保と有効利用を

図る。３番につきましては、認定農業者等の担い手の確保、家族経営協定の支援に

努めるとともに認定農業者等の担い手に農用地の利用集積を図ります。４番につき



ましては、農地パトロールの強化に努め、農地の違反転用の防止や確認並びに遊休

農地、耕作放棄地などの実態把握及び解消を行い優良農地の確保に努めます。５番

農地調整小委員会と農政小委員会は、必要に応じて研修会を開催し、農地等の利用

関係や農政問題等について積極的に事業を計画するとともに実施します。６番につ

きましては、引き続き農地の面的利用集積の促進並びに農作業の受委託の推進に努

めます。事業計画の１番は、会議の開催です。２番は、研修会の等の開催について

です。３番については、農業関係機関、団体との連携強調です。４番は、農地関係

の調整等です。この中の（４番）農地パトロールの実施と法令違反、違反転用防止

の啓蒙普及と指導助言につきましては、先月の総会終了後の農地調整小委員会で前

年通り８月９月10月に実施してはということで協議を致しました。それから、町内

の各場所に農業委員会の看板が何年か前に設置していたところですが、これが傷ん

でいたり傾いていたりしているのが見受けられますのでこの辺の確認等も合わせて

行いたいと思います。修理できればいいでしょうが、修理出来ない場合は撤去とい

う意見が出されたところです。５番農地等利用関係紛争の処理。６番は、農業経営

基盤強化促進法による農業者の経営規模拡大の推進に示した通でございます。16ペ

ージに移ります。７番は農政関係です。関係機関と調整を図りながら次のような活

動を推進するものであります。８番情報提供活動は「農業委員会だより」の発行、

全国農業新聞の購読普及に努める。最後９番は、農業委員会の事務の適正化につい

てです。３月の総会時には、（２）番の「平成21年度の目標及びその達成に向けた

活動の点検・評価」及び「平成22年度の目標及びその達成に向けた活動計画」を別

記様式１及び別記様式２に印刷してお配りしております。５月には県に提出いたし

ますので、よろしくお願いいたします。以上で説明は終わります。 

 

議    長 説明が終わりました。ここで皆さんからご意見なり質疑をお願いいたします。 

 

13番佐々木委員 16ページ(４)農業後継者結婚相談所の運営ですが、事業計画にはありますが実際 

      にやっていますか。次の事業を実施すると記載していいのですか。殆ど会議らしい

会議もやっていないと思いますが。 

 

事  務  局 農業後継者結婚相談所の運営につきましては、農業委員会の所掌事務として載っ

ておりまして、このような事務なり事業は展開していかなければならないことにな

っておりますが、組織として県の方でも今は休止状態です。もちろん町の方として

も組織としての活動という風なものは今無い状態でございますが相談委員として任

命しておりますので委員個々の相談活動等は行われていると思います。成立した場

合には、仲人さんに謝礼金を支払い新郎新婦には記念品を贈呈するものであります。 

  

13番佐々木委員 研修会とかはありますか。 

 



事  務  局 県の会議もなくなっております。イの部分はなくなっておりますので、この表現

は改めたいと思います。 

議    長 ほか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。それでは、議案第１号、平

成22年度岩手町農業委員会事業計画(案)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 異議なしと認め、可とすることに決定いたします。 

 

議    長 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、であります。事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 議案第２号でございます。18 ページをご覧願います。農地法第３条の規定による

農地等の所有権移転・競許可申請承認について、受付番号が３番、土地の所在は大

字一方井第 13 地割登記地目・畑 667 ㎡譲受人は大字一方井 13 地割の 83 歳の男性

の方です。譲渡人が大字一方井 13 地割 49 歳の男性です。理由は競売によるもので

す。譲受人の耕作面積は 14,015 ㎡、家族数が５人耕作者は３人です。備考には、

買受申出額 3,945,000 円ですがこれは、宅地を含んでおります。宅地は 634 ㎡であ

ります。申請地は＊＊＊＊＊＊＊＊＊の道路向いの山手側になります。19 ページ農

地法第３条の規定による農地等の賃貸借権設定許可申請承認について受付番号４番、

土地の所在地は大字土川第２地割登記地目が畑で現況畑です。面積は 22,237 ㎡の

うち 13,000 ㎡借受人は大字土川第４地割の 49 歳の男性です。貸出人が大字土川第

２地割の 85 歳の男性です。理由は、借受人は増反によるも、貸出人は経営規模縮

小によるものです。借受人の家族数６人耕作者数は４人です。土地の所在は、鴫沢

地内＊＊委員さんの付近になります。本案件は、いずれの法令等の審査基準に遵守

しており、現地の状況、農業従事の状況、営農計画の状況、周辺地域との関係も問

題ないものと確認しております。以上説明を終わります。 

 

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。 

 

（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 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 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 資料は21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。今回は   

３件受け付けております。受付番号は４番が、土地の所在は、大字江刈内第17地割、

登記地目、現況地目も畑、面積が7,339㎡となります。申請人は、大字江刈内第14

地割の53歳男性のです。現在の状況は、昭和30年頃から農地としては使われていな

くて、現在は原野化しています。つぎは、受付番号６番、土地の所在地大字五日市

第12地割の畑1,525㎡、申請人は大字五日市第12地割の68歳の男性です。現在の利

用状況は宅地ということです。なお、この３件とも現地調査を行っておりますので

担当の委員さんから報告してもらいます。以上説明を終わります。 

 

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。 

 

５番横澤委員 今回の現地調査は、私、横澤と、４番武田委員と６番遠藤委員と事務局２名によ

り、行いました。受付番号４番につきましては、現況畑ということでいきましたけ

ど山林になっておりました。実は、今年の３月にここのお父さんが亡くなりまして、

息子さんが今度相続登記する関係で調べたところ畑だと思って行ってみたところす

でに山林になっていたということで今回申請されました。調査したところ、間伐す

れば立派に森林になっておりましたので、あと周りは全部この方の家の所有で山林

になっていましたので、周りには何も影響がないと見てまいりましたので報告致し

ます。場所は、江刈内線を上がっていきまして、江刈内の墓地下から左側に上がっ

ていく場所になっていました。上がっていく途中にご自分のところの田んぼが４枚

ありまして、２枚まで作付してあと２枚は減反ということで遊休農地にはなってお

りませんでした。５番につきましては、秋浦の停留所の下になります。畑２畝ぐら

いですが、隣接の人が、ここの畑を欲しいということで前から言われていて、50ア

ール要件で売買できないでいたところ30年くらい前から木が生えてきてそのとおり

なので周りになにもなくすぐ近くに川があって何も使い道がない所だと見てまいり

ました。受付番号６番につきましては、沼宮内駅前の橋をわたりまして、左側の奥

の行き止まりのところでした。皆さんに見てもらえばわかりますが、昭和50年頃新



築をした時は畑でしたが、亡くなったお父さんが息子さん名義で新築をしたのを相

続したので何も分からなかったということです。今回役場の固定資産税を確認して

びっくりして申請したものです。中身を聞いても分からない所がありましたので、

皆さんと協議しながら進めていった方がいいのかなと思って見てきました 

 

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。 

 

６番遠藤委員 畑の中に家を建てて、今までも宅地の課税というのは無くて、今年急に宅地とみ

なすよということでの課税になったのかなと思いますけども平成５年作業場・休息

場を新築したしたと。50年の新築当時はそういう認識が無かったかもしれませんけ

ども、平成５年の作業場等を新築したあたりは自分でやったものでしょうかその辺

が分かりませんが。 

 

事  務  局 いずれ、昭和50年当時父とありますが大工さんを頼んで畑に家を新築した。そし

て、少しずつ足していって今はかなり大きな住宅でしたが、小屋もあるし家もある

しいっぱいある感じです。敷地そのものが、一筆で２反３畝位でたぶん税務課では

宅地として評価して納付書を送った所で本人がびっくりした。ということです。畑

もあるのでそこを分筆して、家が建っているところが１反５畝ということで今回畑

から宅地にということです。登記・測量の経費をかけても宅地の税金が下がると、

いうことでこちらを取ったのかなと推測します。税務課では、建築物があればそこ

は、宅地として評価しております。今回、航空写真等で分かったと思います。 

 

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 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27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 

 

                    15番                   印 

 

                    17番                   印 
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