
平成27年第12回岩手町農業委員会総会会議録【閲覧用】 

 

１、平成27年第12回岩手町農業委員会総会は、平成27年4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６項の規定による通知について 

 (２) 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 

 (３) 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 

 (４) 議案第３号 農業振興地域整備計画変更申出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 山口  弘 

      ２番 中村 重信 

      ３番 國枝 金一 

      ５番 井戸 ツヨミ 

      ６番 黒澤 金一 

      ８番 田中 正志 

      ９番 遠藤 美江子 

      10番 佐々木 金見 

      11番 横澤 稔秋 

      12番 澤村 博美 

      13番 佐々木 夏子 

      14番 千葉  

      15番 幅  清一 

      16番 福士 好子 

      17番 遠藤 幸夫 

      18番 佐々木 由和(職務代理) 

   (議長)19番 松本 良子(会長) 

 

１、本日の欠席委員は、次のとおりである。 

      ４番 細野 清悦 

 

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   民部田 政彦 

      農地振興係主幹     滝川  勉 

      副主幹         府金 昌代 

      主 任         畑中  功 



 

（開会時刻 午後１時30分） 

 

議    長 ただいまから第12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、４番細野清悦委員であります。 

 

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。５番井戸ツヨミ委員、６番黒澤金一

委員のご両名にお願いいたします。また、書記は事務局の畑中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。 

 

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。

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事  務  局 報告第１号についてご説明いたします。議案書２ページをご覧ください。受付番

号１番、使用貸借権の合意解約であります。土地の所在地は土川７地割、登記地目、

田、登記面積２筆合計、4,245 平方メートルの土地について、双方合意により使用

貸借権設定を解約するものです。以上、報告第１号に係る説明を終わります。 

 

議    長 説明が終わりました。皆さんの方から何か質疑ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 なしという声ですが、よろしいでしょうか。それでは報告第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 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、事務局の説明をお願いいたします。 

 

事  務  局 議案書４ページをご覧ください。議案第１号の使用貸借権設定許可申請承認につ

いてご説明いたします。受付番号１番。土地の所在は久保１地割並びに２地割。登

記地目、田が 10筆、畑が５筆、15 筆、合計、26,105 平方メートルの土地について、

農業者年金受給のため親子間で使用貸借権設定を延長するものでございます。 

申請地図は７ページ、８ページをご覧ください。次に、受付番号２番についてご

説明いたします。土地の所在は沼宮内 23 地割、26 地割及び 28 地割。登記地目、

畑が６筆、田が４筆、山林が１筆、合計 29,232 平方メートルの土地について、農

業者年金受給のため親子間で使用貸借権設定を延長するものでございます。申請地

図は９ページ、10 ページをご覧ください。次に、受付番号６番についてご説明い

たします。土地の所在は五日市５地割、登記地目、田が２筆、合計 4,164平方メー

トルの土地について、増反のため新規に使用貸借権設定をするものでございます。 

申請地図は 11 ページをご覧ください。議案書 12 ページをご覧ください。議案第

１号の所有権移転・贈与許可申請承認についてご説明いたします。受付番号３番に

ついてご説明いたします。土地の所在は黒内１地割並びに２地割、登記地目、畑が

２筆、田が３筆、合計 15,317 平方メートルの土地について、親子間での贈与によ

る所有権移転でございます。申請地図は 13ページ、14ページをご覧ください。 

       次に、受付番号８番 10 番についてご説明いたします。８番については土地の所

在は、川口 28 地割、登記地目畑、面積 218 平方メートル、10 番について、土地の

所在は、川口 28 地割、登記地目畑、２筆、合計面積 1,385 平方メートルでござい

ます。８番、10 番とも、贈与による所有権移転でございます。申請地図は 15 ペー

ジ、17 ページをご覧ください。次に受付番号９番についてご説明いたします。土

地の所在は川口 28地割、登記地目畑、面積 98平方メートルでございます。贈与に

より所有権移転をするものであります。申請地図は 16ページをご覧ください。 

 

議    長 次の案件は私にかかわる案件ですので、職務代理者にお願いします。 

 

事  務  局 議案書 18 ページをご覧ください。次の賃貸借権設定許可申請承認の件に会長に

係わる案件が含まれているため、退席していただきました。進行は、会長の案件が

終わるまで、職務代理者である佐々木委員に議事を行っていただきたいと思います。 

 

            （議長交代） 

 

事  務  局 議案第１号の賃貸借権設定許可申請承認についてご説明いたします。受付番号４

番５番について併せてご説明いたします。４番について土地の所在は土川４地割、



登記地目畑、面積 1,162 平方メートルでございます。５番については、土地の所在

は土川４地割、登記地目畑、３筆、合計面積 5,039 平方メートルでございます。ど

ちらも有償による賃貸借権設定許可申請承認であります。申請地図は 19 ページ、

20 ページをご覧ください。続きまして、議案書 21 ページをご覧ください。議案第

１号の所有権移転・売買許可申請承認についてご説明いたします。受付番号７番土

地の所在は土川４地割、登記地目畑、面積 5,157 平方メートルの土地について、記

載金額のとおり売買により所有権移転するものです。申請地図は 22 ページをご覧

ください。なお、以上の件につきましては、現地調査を実施しておりますので、調

査の報告をお願いいたします。以上、議案第１号に係る事務局説明を終わります。 

 

職務代理者  説明が終わりました。続いて、現地調査の報告をお願いいたします。 

 

11番横澤委員 第３条の受付番号１番の農地の使用貸借について11番の横澤が現地調査の結果を

報告いたします。現地確認は4月18日土曜日となっております。この農地ですが、

地区は細沢地区で、細沢集会所周辺に点在している農地でございました。現地を確

認したところ、日当たり環境も良い状態でありました。借受人は貸渡人の息子であ

ることから、農機具、労働力も確保され、周辺の農地等の影響はございませんでし

たので、法令等の審査基準に照らしても遵守されていると確認しました。1番につ

いての報告を終わります。続きまして、第３条の受付番号２番の使用貸借について

ご報告いたします。地区は横沢地区で、横沢集会所周辺に点在する農地でございま

した。現地を確認したところ、どの農地も管理されており、環境も良い状態でござ

いました。借受人は貸渡人の息子であることから、農機具と労働力も確保されてお

りました。周辺農地の影響とか地域の影響についても支障がないと判断され、法令

等の審査基準に照らしても遵守されていると確認して参りました。以上で２番の報

告を終わります。６番の件につきまして、本日午前９時から、事務局２名、８番田

中委員と９番遠藤委員と私とで、現地を確認して参りました。地区は川原木地区の

川原木集会所から橋を渡って南側に位置する農地でございました。現地を確認した

ところ、いずれも農地として利用されており、土地の利用状況、周辺農地の影響な

ど問題もなく遵守されていると確認して参りました。以上報告を終わります。 

 

職務代理者  続いて、現地調査の報告を遠藤委員からお願いいたします。 

 

９番遠藤委員 受付番号３番について遠藤から報告させていただきます。地区は黒内地区で、娘

が父より農地を譲受るとのことで、父親の自宅付近に点在する農地でした。現地を

確認しましたところ、いずれも農地として利用されており、土地の利用計画もなく、

周辺農地への影響などいずれについても問題がなく、法令等の審査基準に照らして



も遵守されていると確認致しましたので、ご報告いたします。 

 

13番佐々木委員 第３条の受付番号８番、９番、10番の農地の譲渡の件について、13番佐々木よ

り現地調査の結果を報告いたします。農地のある場所はいずれも南山形地区で、小

学校の川向こうの方にありまして、９番、10番の借受人の農地の側の畑がそのまま

水を引いているようになっておりました。８番の場所も自分の畑のすぐ側でしたの

で、いずれも場所的にどの農地も適正に管理されており、利便性も良く、日当たり

など環境も良い状況でした。また、譲受人についても、いずれも農器具及び労働力

も確保されておりますし、周辺の農地への状況や地域への影響についても支障がな

いものと判断され、法令等の審査基準に照らしても遵守されており問題はないと確

認いたしました。以上でご報告を終わります。 

 

８番田中委員 議案第第１号、受付番号４番、５番、７番について８番の田中から報告いたしま

す。本日午前９時から、事務局２名、９番遠藤委員、11番横澤委員と私とで、現地

を確認して参りました。受付番号４番と５番は、農地の借受人が同じということで

農地が連続しているので、まとめて報告させていただきます。どちらの案件も、鴫

沢地区で信義丘集会所付近にある農地でございまして、現地を確認しましたところ、

環境も良く、農地として利用されている土地の利用状況、計画内容、周辺の農地へ

の影響等いずれについても問題がなく、法令等の審査基準に照らしても遵守されて

いると確認して参りました。次に受付番号７番の件について、農地の売買について

報告させていただきます。農地のある地区は浮島地区で、県道岩手大更線を八幡平

市方向に向かって浮島小学校付近の交差点から約500メートルほど右の方に入った

ところにある、借受人の自宅付近の農地でございました。現地を確認したところ適

正に管理されており、利便性も良く日当たりなど環境も良い所でございました。買

受人についても、農機具及び労働力も確保されており、周辺の農地への影響や地域

への影響についても支障がないものと判断され、法令等の審査基準に照らしても遵

守されていると確認して参りました。以上でご報告を終わります。 

       

職務代理者  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。 

 

17番遠藤委員 受付番号３番についてですが、現地調査の結果良好に管理されているということ

でしたが、今まで親戚の方か誰かが管理されていたのでしょうか、それとも違う方

が畑として農地として利用されていたのか、その辺をお願いします。 

 

９番遠藤委員 私の自宅がすぐ近くなので、畑に関しては私が草取りをしていました。 



 

17番遠藤委員 この方は結構大きな畑がある訳ですけれども、全部ですか。 

 

９番遠藤委員 別の離れたところは牧草地として肥培管理されておりましたので全部ではありま

せん。 

 

職務代理者  あと質問ございませんか。 

 

                  （なしの声） 

 

職務代理者  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決定する

ことについて、ご異議ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

職務代理者  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。 

       

（議長交代） 

 

議    長 議案第２号に入ります。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。事務局の説明をお願いします。 

 

事  務  局 議案書 24 ページをご覧ください。議案第２号農地法の適用外証明に対する可否

の決定についてご説明いたします。受付番号１番、土地の所在は久保１地割、現況

地目雑種地、登記面積 1,166 平方メートルであります。利用状況は 26 年前から農

作業小屋等の設置及び資材置き場等として利用している土地であります。申請地図

は 25 ページをご覧ください。次に、受付番号２番、土地の所在は土川３地割、現

況地目山林２筆、登記面積合計 12,452 平方メートルであります。利用状況は平成

５年、今から 21 年前より労働不足により耕作しいてない土地であります。申請地

図は 26 ページをご覧ください。次に、受付番号３番、土地の所在は黒内２地割、

現況地目宅地、登記面積 274平方メートルであります。利用状況は平成元年、今か

ら 26 年前に農作業小屋を建築した土地であります。申請地図は 27ページをご覧く

ださい。次に、受付番号４番、土地の所在は五日市３地割、現況地目山林、登記面

積 3,348平方メートルであります。利用状況は平成元年より耕作をしていない土地

であります。申請地図は 28 ページをご覧ください。次に、受付番号５番、土地の

所在は子抱５地割、現況地目宅地、登記面積 529 平方メートルであります。利用状



況は今から 34 年前に住宅を建設した土地であります。申請地図は 29 ページをご覧

ください。次に、受付番号６番、土地の所在は江刈内第３地割、現況地目宅地、登

記面積 26平方メートルであります。利用状況は今から 42 年前に隣地所有者が住宅

を建設した土地であります。申請地図は 30 ページをご覧ください。なお、以上の

件につきましては、現地調査を実施しておりますので、調査の報告をお願いいたし

ます。以上、議案第２号に係る説明を終わります。 

 

議    長 ありがとうございました。続いて現地調査員より調査の報告をお願いします。 

 

11番横澤委員 11番横澤が議案第２号、受付番号１番について報告いたします。地区は細沢地区

で、細沢集会所から北へ１キロメートルほど行った所にある農地でございました。 

   現地を確認したところ、道路沿いに農作業小屋や農業資材等が置いてありまして、

年数がかなり経過しておりますし、道路沿いで狭く細長い土地でございましたので、

現地を見る限り農地への復元は非常に難しいと判断して参りました。以上１番につ

いて報告を終わります。 

 

８番田中委員 議案第２号、受付番号２番について８番の田中が報告します。どの農地も地区は

久保地区で、久保小学校から鴫沢地区に向かって西へ約800メートル程行った所の

右側の農地でございました。現状はどちらもすっかり原野になっているように確認

して参りました。申請人からの申出のとおり、相当な年数が経過しており、農地へ

の復元は非常に困難であることから、やむを得ないと判断して参りました。以上報

告を終わります。 

 

９番遠藤委員 受付番号３番を、９番遠藤の方から報告させていただきます。受付番号３番の非

農地証明願いの件について、地区は黒内地区で、場所は私の自宅前になります。広

域農道に向かって集会所から600メートルほど行った道路脇にあるのですが、現地

を確認しましたところ申請人からの申出のとおり、小屋が建てられてから相当な年

数が経過しております。農地への影響は全くなく復元は困難であることから、やむ

を得ないと判断して参りました。 

 

11番横澤委員 受付番号４番でございますが、地区は豊岡地区で場所は○○牧場さん脇の道を上

って下ったところの畑ということでございました。各エリアに畑があるのですが、

田んぼに向かった法面のところがだいたい面積として３反３畝位の細長い畑になっ

ております。それが畑としては法面がきついということで、ここ何十年、平成元年

より耕作しておりませんでした。農地への復元は困難ということでやむを得ないと

判断して参りました。次に受付番号５番ですが、地区は子抱地区で森のアリーナに

行く町道の中間地点にあります。申請人が申出しているように、畑の中に家が建っ

ていて人が住んでいる状態です。今回、町の道路の拡張工事の候補地という関係か



ら確認した結果、畑に建っているということが分かりましたが、既に住んでいる状

態から壊してまでというのは不可能であると判断して参りました。受付番号６番、

地区は沼宮内地区となっておりますが、沼宮内バイパスの南口付近になります。1、

２メートルの狭い道路がありまして、道路の脇の農地に家が建っている状態で、26

㎡と資料にありますが農地としての復元は不可能と判断して参りました。報告を終

わります。 

  

議    長 はい、ありがとうございました。現地調査の報告が終わりましたが、この件につ

いて何か質疑ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 なしの声ですが、よろしいですか。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 続きまして議案第３号に入ります。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。事務局の説明をお願いします。 

 

事  務  局 議案書 31 ページをご覧ください。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ご説明いたします。事業計画者は土川４地割の

方で、登記面積 5,722 平方メートルの自己所有農用地の内、1,603 平方メートルを

バンカーサイロ建設のため、農業用施設用地に転用しようとするものです。役場内

関係課との協議内容については 32 ページに記載がございます。33 ページから農業

振興地域整備計画変更申出書を添付してございます。以上議案第３号に係る説明を

終わります。 

 

議    長 はい、ありがとうございました。説明が終わりました。皆さんの方から何か質疑

ございませんか。 

 

17番遠藤委員 勉強不足で申し訳ないのですが、バンカーサイロとは一体どんなものですか。 



 

議    長 地上式のＬ型コンクリートのサイロです。分かりずらいこともあるかと思います

が、お互いに勉強しながらやっていきたいと思います。あとありませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 なしという声ですので質疑を打ち切り、採決に入ります。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、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、原案のとおり可とすることに決定いたしました。 

この際ですので、その他として委員の皆さん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12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15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 

 

                    ５番                   印 

 

                    ６番                   印 

 


