
平成22年第29回岩手町農業委員会総会会議録【閲覧用】 

 

１、平成22年第29回岩手町農業委員会総会は、平成22年７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 農地法第18条第６項の規定による通知について 

 （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 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２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見の決定について 

 （５）議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見の決定について 

 （６）議案第４号 農地法の適用外証明に対する可否の決定について 

 （７）議案第５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 

 

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             

      ７番 黒澤 金一             

      ８番 細野 清悦             

      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             

      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。 

      ６番 遠藤 幸夫 

      ９番 三浦 博子 

 

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29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17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、６番遠藤幸夫委員、９番三浦博子委員の２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５件の提出があります。お諮り

します。報告２件、議案５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５件を議題とすることに決定いたしました。 

 

議    長 報告第１号農地法第18条第６項の規定による通知について、の件でございます。

事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 資料は２ページとなります。農地法第18条の規定による合意解約通知について、

です。受付番号２番となります。土地の所在は、大字一方井第１地割の農地です。

それから、黒石に１筆あります。全部で11筆、11件であります。面積は、田7,228

㎡、畑39,071㎡、合計46,299㎡、借受人が、盛岡市三本柳の38歳の男性です。貸出

人は、大字一方井第１地割の70歳の男性です。解約の理由は、双方合意によるもの

です。合意年月日は平成22年６月１日、引渡年月日は平成22年７月１日です。借受

人の方が、盛岡市に引っ越しまして、税の問題とか様々ありまして、70歳の男性の

方に戻すという内容でございます。３条使用設定の使用貸借を解約し、農業経営を

再開するというものです。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。 

 

（なしの声） 

 

議    長 その他ございませんか。ないようですので、質疑を打ち切ります。報告第１号農

地法第18条第６項の規定による通知について、異議ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 異議なしと認め、報告第１号農地法第18条第６項の規定による通知について、を

終わります。 

 

議    長 次に、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、別紙のとお

り、農地法施行規則第32条第１項第１号の規定により、転用の例外届け、の件でご

ざいます。事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 ５ページをお開き下さい。農地法施行規則（転用の例外）該当届について、でご

ざいます。受付番号３番、土地の所在地、大字沼宮内第28地割、登記地目、現況地

目とも田、998㎡の内、144㎡となります。申請人は、大字沼宮内第28地割の51歳男

性の方です。施設の概要については、野菜等の集出荷作業施設ということでござい

ます。先月、適用外の証明願いを出したところの隣の農地でありまして、以前から

野菜集出荷作業場所として利用しておりましたが、今回、雨をよけるために、12ｍ

×12ｍの屋根をつけて、作業施設としたいという申請内容でございます。位置につ

きましては、図面が７ページに載っております。宅地の隣の斜線で黒く印を付けて

いるところです。 

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 質疑なしと認め、報告のとおりとさせていただきます。 

 

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９ページをご覧願います。受付番号が９番、

土地の所在は、大字五日市第10地割の畑590㎡です、譲受人は、大字五日市10地割

の69歳の男性の方です。譲渡人は、盛岡市の75歳の男性です。譲り渡す理由につき



ましては、相手方の要望、また、高齢によるということです。譲受人の、全体の耕

作面積6,973㎡、家族数は２人、耕作者数は１人です。この方達は、実は兄弟でし

て兄は盛岡市に住んでおり、地元の弟さんに贈与するものであります。自分では、

管理出来ないので、弟さんに管理してもらうということです。自家用野菜を作付す

るということです。なお、この件の３条の現地確認を、三浦委員さんにお願いして

おりましたが、本日、急きょ欠席となっておりますが、沼宮内の中心地で役場から

近いところでありますので、三浦委員さんとも先週の金曜日に打合せをしており、

新しく譲り受ける方についても、間違いなく営農できるということを確認しており

ます。受付番号10番に移ります。大字黒内第３地割、４地割、大字葉木田４地割の

水田17,593㎡、畑が23,165㎡、合計12筆で、40,758㎡、譲受人は、大字黒内４地割

の54歳の男性の方です。譲渡人は、大字黒内４地割の80歳の男性の方で、親子間で

贈与をするというものであります。高齢になったので、贈与するという内容です。

11ページには、受付番号９番の方の図面です。12ページは、受付番号10番の方の農

地でございます。13ページも、受付番号10番の方です。14ページは農地法第３条の

規定による農地等の所有権移転・売買許可申請の承認についてであります。受付番

号11番でございます。土地の所在地は、大字川口第21地割の地目は畑、面積267㎡、

譲受人は、大字川口第21地割の36歳の男性の方です。譲渡人は、大字川口第14地割

の64歳の男性の方です。譲渡す理由は、隣接しているためと、相手方の要望による

になります。耕作しやすいようにということです。譲受人の耕作面積23,056㎡、家

族数は３人、耕作者数は２人です。売買の額は、総額で30,000円となります。位置

につきましては、14ページになります。以上です。 

 

議    長 説明が終わりました。続いて、現地調査の報告を４番武田委員からお願いいたし

ます。 

 

４番武田委員 議案第１号、受付番号10番については、現地は、私の地区にありますので、４番

の私の方から状況報告いたします。取得する農地の営農状況ですが、現在権利を持

つ農地は全て耕作しており、今後についても、現況維持で利用していきたいという

ことでした。次の権利取得後の常時従事状況ですけども、家族は３名、現在、会社

経営を営んでおり、耕作は、親戚や地元の機械利用組合などに、農地の管理を委託

しておりますが、今後も耕作放棄地を出さないよう管理していきたいということで

した。次に周辺農地との関係ですが、現地の状況、周辺地域との関係も問題ないも

のと確認しております。よって今回の案件は、法令に基づき、審査基準に照らして

も問題ないものと判断されます。以上です。 

 

議    長 次に、12番岩崎委員。 

 



12番岩﨑委員 受付番号11番、新幹線の通っている秋浦の下から、400ｍ南の方に入ったところ

です。現状は、田に一部使われておりまして、隣接する上の方にも、田んぼになっ

ている状態です。これは、いま持っている人が滝沢におります。売渡す方の土地は、

２畝ほどですが、隣接する格好でありまして、この際まとめて利用していきたいと

いうことで話し合いが進み、売買契約による形になったということです。状況から

見て、利用上も、問題がないとみてまいりました。以上であります。 

 

議    長 議案第１号の事務局の説明が終わり、また、受付番号10番、11番については、地

元委員として武田委員、岩崎委員の詳しい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。 

 

（なしの声） 

 

議    長 な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すること

に決定いたします。 

 

議    長 続きまして、議案第２号農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見

の決定について、別紙のとおり、農地法施行令第７条の第１項の規定により意見を

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。16ページでございます。農地法第４条の規定による農地等の転

用許可申請承認についてです。受付番号１番、土地の所在が大字子抱５地割の地目

が、畑2,253㎡、申請人が大字子抱地内の76歳の男性です。転用の目的としては、

杉600本を植林するという内容であります。位置につきましては、17ページをご覧

ください。犬袋地区のバイパス沿いとなります。子抱山の斜面の一部となっており

ます。傾斜地のため畑ではなく山林にしたいということです。 

次に、受付番号２番、大字土川第４地割の畑509㎡で、申請人は、大字土川第４

地割の63歳男性の方です。転用目的については、住宅を新築するということです。

これは、平成22年２月総会で農振除外申請による現地確認等を行っております。位

置につきましては、17ページの後に綴るべきものを机上に配付しておりますが、現

在の自宅前に家を新築したいということでございます。なお、この２件につきまし

ては、現地確認を行っておりますので、担当委員からもお願いしたいと思います。

以上、説明を終わります。 

 

議    長 説明が、終わりました。続いて現地調査の報告を代表委員からお願いいたします。 

 

13番佐々木委員 現地確認は、13番私と14番田中委員、15番國枝委員、及び事務局２名で確認し



てまいりました。受付番号１番については、場所は旧沼宮内スキー場の下、薬草組

合がある所の上になります。傾斜地で、現在、一部スイートコーンが作付してあり

ましたが、高齢であり、傾斜地でもありこの場所に杉を600本植林したいというこ

とでした。この場所ですが、土地の利用状況計画の内容等は法令等の審査基準に遵

守にしており、現地の状況、周辺地域との関係も問題ないものと確認しております。 

受付番号２番については、上鴫沢地区で２月の総会で農振除外申請による現地確

認済みです。今回の現地確認でも、土地の利用状況内容等は法令等の審査基準に遵

守しており、現地の状況、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。 

 

（なしの声） 

 

議    長 な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４条第１項の規定による許可申請に対する意見の決定につい

て、を原案のとおり可とする意見に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意見に決定いたしました。 

 

議    長 続きまして、議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見

の決定について、を議題といたします。別紙のとおり、農地法施行令第15条第１項

の規定により提出された許可申請について、同条第２項の規定により意見の決定を

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 19ページをご覧ください。農地法第５条の規定による農地等の所有権移転売買の

許可申請承認について、でございます。受付番号が２番。土地の所在は、大字川口

第９地割の91㎡の農地であります。譲受人は、大字川口第９地割の81歳の男性で、

譲渡人は大字川口第15地割、48歳男性の方でございます。転用目的が雑種地という

ことで、自宅庭の庭木等の剪定した草木等の捨て場としたいとのことです。自分の

宅地が手狭なので、隣接する土地の一部分91㎡を譲り受けるものです。備考欄に総

額180,000円と記載ありますが、訂正して150,000円にしてください。150,000円が正

しい価格になります。20ページには図面がございます。位置につきましては、川口

の駅前の通りの方でございます。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、現地調査の報告を代表委員からお願



いいたします。 

 

13番佐々木委員 議案第３号受付番号２番の現地確認は、13番の私と14番田中委員、15番國枝委

員、及び事務局２名で確認してまいりました。この場所ですが、川口の停車場線の

川口駅付近の南側の地域になります。91㎡でありまして、１畝足らずのところです

が、盛り土をしてそこに捨てるわけですが、結構広い庭を持っている家でして、そ

こに草木等を捨てるというので、現在排水のようなものがあるわけですが、そこに

排水路を新しくつけるという話でしたので、土地の利用状況を見ましても法令等の

審査基準に遵守しており、現地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。 

 

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。 

 

（なしの声） 

 

議    長 な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号農地法第５条第

１項の規定による許可申請に対する意見の決定について、を原案のとおり可とする

意見に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意見に決定いたしました。 

続きまして、議案第４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22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10番となります。土地の所在は、大字江刈内第14地割、登記地目、畑、面積が２

件で121.11㎡となります。申請人は、大字江刈内第14地割の53歳男性の方です。資

料の訂正をお願いします。土地の所在地３-９とありますが、３-６に訂正していた

だきます。畑、公衆用道路とありますが、畑、宅地と訂正願います。面積が９.14㎡

とありますが116㎡に訂正願います。申請人が大字江刈内第53歳の男性の方で、昭和

50年頃から住宅として使用しているという内容です。土地家屋調査士さんに境界等

の確認依頼をしたところ、農地の一部が宅地に使用されているということで、これ

を整理したいというような計画です。なお、この件につきましては、現地確認をし

ておりますので、農業委員からも報告をいたします。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。 

 

13番佐々木委員 議案第４号、受付番号10番、今回の現地調査は、13番私と、14番田中委員、15

番國枝委員と事務局２名により行いました。元県立病院の江刈内方面に上がった所

でございます。現在、住宅が建っておりまして、昭和50年頃から住んでいる訳です

が、先程、事務局から話がありましたとおり、家屋調査士さんを頼んで境界を確認

調査したところ、一部宅地に使用されていることが分かった次第です。現地は、農

地の状況からみても、周囲の状況からみても問題なく、判断してまいりました。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） 

 

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

案第４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５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 資料は26ページとなります。農業振興計画の変更に対する、この方の事業計画の

概要であります。事業の計画者は、大字江刈内第31地割の75歳の女性の方でござい

ます。事業目的は、農家住宅を建築するため、農地を宅地に転用したいという計画

であります。所在地につきましては、大字江刈内第31地割で、所有者は息子さんで

す、面積は672㎡、登記地目は田、現況、畑です。自宅に隣接する農地です。代替す

る土地がないということです。この場所につきましては、自分の所有する畑、農道、

宅地等に囲まれておりまして、支障がなく事業が進んでいくと思います。事業計画

は、26ページから29ページまでですので、参考にしていただきたいと思います。場

所につきましては、岩瀬張地区の端のほうになりますが、32ページに自宅の位置等

を示しております。なお、この件につきましては、現地確認をしておりますので代



表委員から説明いたします。 

 

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。 

 

13番佐々木委員 本日、13番私佐々木と、14番田中委員、15番國枝委員と事務局２名で現地調査

してまいりました。議案第５号受付番号１番につきましては、岩瀬張地区の学校か

らみて山の奥になります。農振を外して家を建てたいということであります。周り

は畑でありましたが、周りに影響が出るような場所でもなく、自家用水道も山の方

から引いて使用し、いずれも法令等の審査基準に遵守しており農地の状況、周辺地

域との関係も問題ないものと確認しております。 

 

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。 

 

（なしの声） 

 

議    長 ないようですので質疑を打ち切り、採決に入ります。議案第５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 ないようですので、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29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13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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