
令和元年第27回岩手町農業委員会総会会議録【閲覧用】 

 

１、令和元年第27回岩手町農業委員会総会は、令和元年6月20日、午後１時30分、岩手町役場第

３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 農地法により使用貸借権設定された農地の解約について 

 (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 

 (４) 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 

 (５) 議案第４号 農地法の適用外証明願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 佐々木 夏子 

      ３番 黒澤 金一 

      ４番 千葉  

      ５番 福浦 昌博 

      ６番 福士 好子 

      ７番 府金 秀一 

      ８番 田中 正志 

   (議長)９番 幅  清一(職務代理) 

        

１、本日の欠席委員は、次のとおりである。 

      ２番 乙茂内 丈久 

      10番 松本 良子(会長) 

 

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   髙村 伸男 

      局長補佐        田村 育江 

      農地利用係長      久保 栄司 

主 査         府金 昌代 

      

（開会時刻 午後１時30分） 

 

職務代理 者 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８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。 

本日の欠席通告者は、２番乙茂内丈久委員、10番松本良子委員であります。 



職務代理 者 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。 

 

（異議なしの声） 

 

職務代理 者 異議なしと認め、当職より指名いたします。５番福浦昌博委員、７番府金秀一 

委員のご両名にお願いいたします。 

また、書記は事務局の府金主査にお願いいたします。 

 

職務代理 者 本日の総会は、配布してあります報告１件、議案４件の提出があります。 

お諮りします。報告１件、議案４件を議題とすることにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

職務代理 者 異議なしと認め、報告１件、議案４件を議題とすることに決定いたしました。 

 

職務代理 者 報告第１号、農地法により使用貸借権設定された農地の解約について、の件で 

      ございます。事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局 農地法により使用貸借権設定された農地の解約について、ご説明いたします。 

番号３番、農地法第３条により、親子間での使用貸借権設定を合意解約するもの

です。 

       土地の所在は、久保第５地割地内の畑１筆、申請面積 8,107平方メートルであり

ます。 

       この後、本日の議案第 1号により、農地法第３条による同一者間での贈与の予定

であります。   

       以上報告を終わります。 

 

職務代理 者 説明が終わりました。質疑ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

職務代理 者 ないようですので質疑を打ち切ります。 

報告第１号、農地法により使用貸借権設定された農地の解約について、を終わり

ます。 

 

職務代理 者 次の議案第１号につきましては、１番佐々木夏子委員が議事参与の制限に該当 

しますので、本案の審議が終了するまで退席をお願いします。 



(１番佐々木夏子委員 退席) 

 

職務代理 者 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、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、ご説明いたします。 

 番号７番、江刈内第 15地割地内の田９筆、面積 9,052平方メートル、畑４筆 

5,336平方メートル、合計面積 14,388平方メートルについて、体調不良により農 

業を廃業する者が、新規に就農する者に売買により所有権移転する案件でございま 

す。売買の金額は、記載のとおりです。 

場所については、資料を参照ください。 

 続きまして、番号５番、久保第５地割地内の畑１筆、7,919 平方メートル、親子

間の贈与であります。 

番号６番、川口第 23 地割内の畑１筆、川口第 24 地割内の畑３筆、計４筆 

13,924平方メートルを、新規就農のため親子間での贈与でございます。 

場所については、資料を参照ください。 

  以上議案第 1号の説明を終ります。 

 なお、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。 

 

職務代理 者 ただいま、議案第１号について説明をいただきました。 

続いて、現地調査の報告を調査委員からお願いいたします。 

 

三浦(松)推進委員 現地調査の結果について、推進委員の三浦から報告いたします。 

本日、午前９時から事務局と田中正志委員、白旗康夫推進委員と私とで、現地を

確認して参りました。 

受付番号５番から受付番号７番の件について、報告します。 

５番の農地の所在は太田地区で、●●から南に 300メートルにある土地でした。 

現在は、野菜用ハウスが建っているような状態でありました。 

６番の農地の所在は子九十地区で、●●の周辺にある土地でした。 

５番６番とも、農地として管理されており、譲り受ける側の労働力や機械も確保

されておりますので、今後の耕作についても問題ないと確認いたしました。 

７番の農地の所在は江刈内地区で、●●から南へ 200メートルほどのところにあ

る土地でした。 

13 筆ありましてそのうち６筆は荒れておりました。雑草、樹木等が生い茂って

いるような状態でありましたが、このほかの農地は他の人に葉タバコとか野菜、家

庭菜園等で貸しているような状態で、農地として適正に使われている部分もありま

した。全体的に見て、所有権移転後は農業を開始するとのことで、トラクター、管



理機、軽トラ等も所有しているそうですので、特に問題がないと現地調査をして参

りました。 

以上でございます。 

 

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。 

 

３番黒澤委員 受付番号７番の件ですが、かなりの面積が売買の対象となっており、売買の総額

は50万円ということでかなり低いわけですけれども、先ほどの説明では荒れている

ところもあるという話です。面積からいってかなり単価が低いと思われますが、こ

れは、どちらも●●さんの苗字ですが、親戚関係ですか。 

 

事  務  局 甥にあたる方が、まだ現在会社勤めになっているのですが、徐々に名前が変わっ

たら就農するということで、今は通いながらでも農業をやるということです。 

 

３番黒澤委員 甥っ子。同一家族ではないの。 

       

事  務  局 同一家族ではないです。家族はもうどなたもいない方で、本人も息子さんも施設

に入っていて、娘さんは遠くにお嫁さんに行っています。 

 

３番黒澤委員 そういう関係であれば、わかりました。 

 

職務代理 者 ほかに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、賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

職務代理 者 全員賛成と認め、原案のとおり可とすることに決定いたしました。 

 

職務代理 者 １番佐々木夏子委員の復席を認めます。 

 

(１番佐々木夏子委員 復席) 

 

職務代理 者 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、事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 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、ご説明

いたします。 

番号１番、川口第 40 地割地内の畑１筆、面積 4,436 平方メートルの内 560 平方

メートルを牛舎、堆肥舎等の整備のために転用するものであります。 

番号２番、江刈内第 32 地割地内の畑、面積 4,893 平方メートルの内 750 平方メ

ートルを牛舎、堆肥舎の整備のために転用するものです。 

       場所については、資料を参照ください。 

       番号１番２番とも、岩手町クラスター畜産事業の計画に基づき飼料作物の生産拡

大、安定を図るものでございます。 

 なお、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。 

 

職務代理 者 説明が終わりました。続いて、現地調査の報告を調査委員からお願いいたしま 

す。 

 

白籏推進委員 現地調査の結果を推進委員の白籏から報告いたします。 

調査したメンバーは先ほどと同じで、午前９時から行ってきました。 

受付番号１番の件についてですが、●●さんの自宅周辺にある土地でした。 

２番は●●さんの住居のすぐ近くの土地でした。 

いずれも、転用する農地面積について、計画の内容や、周辺農地への影響など、

特に問題がないものと確認いたしました。 

以上で報告を終わります。 

 

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。質問ございませんか。 

 

職務代理 者 クラスター事業は今年の事業で着工できるのでしょうか。 

 

事  務  局 ●●さん、●●さんの件については、令和元年度の交付申請を行って内報をいた

だいている状況であります。年度内完成ということですが、完成検査、お金の支払

い等の関係で２月までには完了しないと厳しいという状況になっております。 

       今回農業委員会にお諮りする分は農地転用で領土の変更になりますが、そのほか

に農振地域の網をかぶっている部分についてはまだ手続きをしている状況で、先月

で３ヶ月位かかるのでお盆は過ぎるのかなという状況でしたが、いずれ年度内に全

ての事業の完了を目指して取り組む内容でございます。 

 

職務代理 者 ほかに質疑ございませんか。 

 



事  務  局 すみません。訂正します。それぞれ令和元年度の内示ということではなくて、●

●さんにつきましては、平成30年度の国の二次補正に伴う内示をいただいているも

ので、●●さんの方は令和元年度という形になります。 

 

職務代理 者 ほかに質疑ございませんか。 

 

（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、賛成する委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

職務代理 者 全員賛成と認め、原案のとおり可とすることに決定いたしました。 

 

職務代理 者 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、の件でございます。事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 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、ご説明

します。   

       番号７番、御堂第５地割地内の畑 28,191 平方メートルの内 1,700 平方メートル

について、牛舎を新築するため、個人が経営する法人へ畑の一部を使用貸借するも

のです。 

       場所については、資料を参照してください。 

また、議案１号と同様、岩手町クラスター畜産事業の計画に基づき飼料作物の生

産拡大、安定を図るものでございます。 

なお、現地調査を実施しておりますので、調査の報告をお願いします。 

 

職務代理 者 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。 

 

三浦(松)推進委員 現地調査の結果を三浦から報告します。 

       現地を確認したところ、転用する農地について、計画の内容や周辺農地への影響

など特に問題ないように見受けられました。自宅脇の農地は現在牧草地になってお

ります、前面。その中の一角であります。周辺への影響等ないと確認しました。 

       以上でございます。 

 



職務代理 者 現地調査の報告が終わりました。質疑に入ります。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、賛成する委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

職務代理 者 全員賛成と認め、原案のとおり可とする意見に決定いたしました。 

 

職務代理 者 続きまして、議案第４号、農地法の適用外証明願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 農地法の適用外証明願に対する可否の決定について、ご説明します。 

       番号 10 番、御堂第３地割地内の畑 1 筆、1,528 平方メートルの土地で、平成元

年頃から東北新幹線の土捨て場に提供し、土砂を投入していた土地で、耕作せず現

在に至る土地であります。 

       番号 11 番、川口第 23 地割地内の畑３筆 13,153 平方メートルの土地で、平成 10

年頃から労力不足により耕作せず現在に至る土地であります。 

       場所については、資料を参照してください。 

       なお、この件について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。 

 

職務代理 者 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。 

 

白籏推進委員 現地調査の結果について、推進委員の白籏から報告いたします。 

       まず10番ですけれども、場所は●●の近くです。議案書に記載のとおりですが、

踏み固められて駐車場として利用しているということでした。11番ですが、現在材

木置き場みたいな形になっておりまして、あとはほとんどその他のところも手入れ

されていない、そういう状況でした。いずれも農地として復元するには困難かなと

いうことで、確認して参りました。 

       以上で報告を終わります。 

 

職務代理 者 現地調査の報告が終わりました。質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 



（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４号、農地法の適 

用外証明願に対する可否の決定について、賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

職務代理 者 全員賛成と認め、原案のとおり可とすることに決定いたしました。 

 

職務代理 者 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１時55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。 

 

 

                 職務代理者                  印 

 

                    ５番                  印 

 

                    ７番                  印 


