
第９回岩手町農業委員会総会会議録【閲覧用】 

 

１、第９回岩手町農業委員会総会は、令和３年３月23日、午後２時00分、岩手町総合開発センタ

ーホールに招集された。 

 

１、日程並びに今回会議に提出された議案は、次のとおりである。 

  日程第１ 会議録署名委員及び書記の指名 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 業務報告 

日程第４ 追加議案第１号 職員を任免することの承認について 

日程第５ 報告第１号 基盤法により利用権設定された農地の解約について 

日程第６ 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 

  日程第７ 議案第２号 農業経営基盤強化促進法による岩手町農用地利用集積計画の策定に

対する可否の決定について 

日程第８ 議案第３号 農地中間管理事業に伴う岩手町農用地利用配分計画の策定に対する

意見の決定について 

日程第９ 議案第４号 岩手農業振興地域整備計画の変更に対する意見の決定について 

日程第10 議案第５号 農作業賃金参考額の設定に伴う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。 

      農業委員 

１番 佐々木 金見 

２番 乙茂内 丈久 

      ３番 田中 正志 

      ４番 佐々木 夏子 

５番 福浦 昌博 

      ６番 福士 好子 

      ７番 府金 秀一 

      ８番 瀨川 浩美 

      ９番 幅  清一(職務代理) 

   (議長)10番 松本 良子(会長) 

      農地利用最適化推進委員 

清藤 隆夫 

  澤村 博美 

  細野 清悦 

道ノ下 喜代志 

中村 重信 



三浦 松夫 

今松 一広 

      三浦 新吾 

今松 三男 

      菊池 暢子 

      遠藤 文雄 

久保 晃彦 

      白籏 康夫 

      髙橋 正人  

中関 康一 

      宮手 正晴 

 

１、本日の欠席委員は、次のとおりである。 

      なし。 

 

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   八戸 裕雄 

      局長補佐        田村 育江 

      農地利用係長      久保 栄司 

      主査          千葉 優子 

 

（開会時刻 午後２時10分） 

 

◎開会・開議の宣言 

議    長 ただいまから第９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10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。 

 

◎会議録署名委員及び書記の指名 

議    長 日程第１、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します。 

２番乙茂内丈久委員、７番府金秀一委員のご両名にお願いいたします。また、書

記は事務局の千葉主査にお願いいたします。 

 

◎会期の決定について 

議    長 日程第２、会期の決定について、を議題とします。お諮りします。本総会の会期

を本日１日とすることに、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 



 

議    長 異議なしと認め、会期を本日１日間と決定いたしました。 

 

◎業務報告 

議    長 日程第３、業務報告に入ります。事務局より業務報告をお願いします。 

 

事 務 局 長 総会資料とは別の一枚もの、農業委員会業務報告をご覧ください。 

（資料に基づき説明） 

 

議    長 以上で業務報告を終わります。 

 

◎追加議案第１号 

議    長 本日追加配布しております、日程第４、追加議案第１号、職員を任免することの

承認について、を議題とします。職員の任免に関する議題でありますので、農地利

用最適化推進委員及び事務局職員は、退室を命じます。 

 

（推進委員、事務局職員は退室） 

 

議    長 事務局長の説明を求めます。 

 

事 務 局 長  職員を任免することの承認についてでございます。 

（資料に基づき説明） 

 

議    長 事務局長の説明がございました。 

皆さんの方から何かご意見でもありましたら。何かございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 それではこれから採決に入ります。 

追加議案第１号、職員を任免することの承認について、可とすることに賛成の方

は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成と認め、原案のとおり可とすることに決定します。 

       農地利用最適化推進委員及び事務局職員の入室を許可します。 

 

（推進委員、事務局職員は入室） 



 

◎報告第１号  

議    長 報告第１号、基盤法により利用権設定された農地の解約について、を議題としま

す。事務局の説明をお願いします。 

 

局 長 補 佐 報告第１号。議案書は、４ページをご覧ください。 

基盤法により利用権設定された農地の解約について、貸借されていた農地の合

意解約の通知があったので報告するものであります。       

５ページをご覧ください。 

番号 25、賃貸借の設定されていた大字沼宮内第 36 地割地内の田１筆 359 ㎡につ

いて双方合意により解約するものです。 

以上、事務局より報告いたします。 

 

議    長 説明が終わりましたのでここで質疑に入ります。何かございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 質疑なしと認め、以上で報告第１号を終わります。 

 

◎議案第１号 

議    長 議案第１号については、私が農業委員会等に関する法律第31条第１項の規定によ

り、議事参与制限に該当するため、本議案の審議が終了するまで退席をいたします。 

よって、議事進行は幅職務代理者にお願いします。 

 

(松本会長退席) 

 

議    長 議長が代わりました。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、を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

局 長 補 佐 議案第１号。議案書は、６ページをご覧ください。 

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、農地

法施行令第１条第１項の規定により提出された許可申請について可否の決定を求

めるものであります。 

７ページをご覧ください。 

番号 19、大字五日市第 10 地割地内の畑 420 ㎡について、高齢により管理できな

いため親子間にて贈与するものでございます。なお、譲り受ける娘さんは、町外

に在住しておりますが、通いながら農業を行う予定でございます。場所につきま

しては、９ページをご覧ください。 



番号 20、大字一方井第 17 地割の畑３筆 2,677 ㎡、田６筆 8,446 ㎡、合計９筆

11,123 ㎡について、所有者が町外に在住しており管理できないとの事で農地近く

に在住している弟に贈与し、管理していくものでございます。場所につきまして

は、10ページをご覧ください。 

８ページになりますが、番号 23、大字御堂第１地割地内の畑１筆 795 ㎡、田１

筆 2,329 ㎡、同じく大字御堂第３地割地内の現況畑 2,982 ㎡、３筆計 6,106 ㎡に

ついて経営を一部移譲するため親子間にて贈与し、耕作していくものでございま

す。場所については、11、12ページをご覧ください。 

次に 13ページをご覧ください。 

番号 21、大字葉木田第２地割地内の田４筆 1,768 ㎡について、所有者が県外に

在住しているため耕作できないとの事で、売買の希望により記載の方と総額８万

円で所有権移転するものでございます。場所につきましては、14 ページをご覧く

ださい。 

次に 15ページをご覧ください。 

番号 22、大字子抱第１地割の畑２筆 20,572 ㎡について、所有者の労力不足によ

り増反を目的としている譲り受ける方とで総額 10 万円で１年間賃貸借契約を結ぶ

ものです。場所については、18ページをご覧ください。 

番号 24 から 33 番までですが、町営牧野が令和２年度で休止となるため令和３

年度から町営牧野と菱和の採草地について、町内の畜産農家に貸付けるものでご

ざいます。借受ける方は、10 名となっております。期間は５年間の賃貸借権を設

定するものです。 

賃料につきましては、場所や以前から借受けている方など単価、賃料がそれぞ

れ違いがあります。なお、総額の賃料につきましては、2,255,660円です。 

なお、総面積は約 237 ヘクタール、うち今回賃貸借する申請面積は、約 140 ヘ

クタールであります。 

牧草地の区画等につきましては 19ページと 20ページをご覧ください。 

次に 21ページをご覧ください。 

番号 34、大字子抱第３地割地内の田１筆 874 ㎡、大字子抱第７地割地内の田２

筆 5,520 ㎡について、今後３年間使用貸借の再更新を行うものでございます。場

所につきましては、22ページをご覧ください。 

以上、議案第１号に係る事務局説明を終わります。 

なお、現地調査を実施しておりますので報告をお願いいたします。 

 

議    長 説明が終わりました。続いて、現地調査の報告を担当委員よりお願いします。 

 

三浦松夫推進委員 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時から田中委員、澤村推進委員と事務局で現地を確認して参りまし

た。 



３条申請の受付番号 19番から 22番の農地について報告いたします。 

19 番の農地は、●●の南側下にあり、農地として管理されておりました。譲り

受ける長女の方は盛岡で農業をしており、沼宮内の実家の機械を使いながら耕作す

るとのことで、問題ないと確認いたしました。 

20 番の農地は、●●から南東 300 メートル付近にまとまってありました。畑３

筆は休耕しており、田の６筆は草地として管理されておりました。町外にいて耕作

できない所有者から地元にいる弟へ贈与し、今後は弟さんが耕作するとのことで、

機械も確保されており問題ないと確認しました。 

 21 番の農地は、●●から北西へ 500 メートルほどの所にまとまってあり、１筆

は畑として管理されておりましたが、残り３筆は埋め立てられた雑種地として管理

されていると判断して参りました。そこについては、もし耕作するのが難しい状態

なのであれば、安易に休耕地とならないよう雑種地等への地目変更の指導も必要に

なってくると感じてきました。雑種地どういう状態かと言いますと、砕石、ガラ、

石など色々なものが敷かれておりました。 

22 番の農地は、久保口から横田方面へ西側 500 メートルのところにあり２筆と

も畑として管理されておりました。借り受ける側の労働力や機械も確保されており

ますし、今後の耕作についても問題ないと確認いたしました。 

以上で報告を終わります。 

 

議    長 説明が終わりました。質疑、何かございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 質疑ないものと認め、これより採決に入ります。 

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、賛成する方の挙手を願います。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成と認め、原案のとおり可とすることに決定します。 

       ではここで10番松本良子委員の入室を認め、議長を交代します。 

 

（松本会長復席） 

 

◎議案第２号 

議    長 議案第２号、農業経営基盤強化促進法による岩手町農用地利用集積計画の策定に

対する可否の決定について、を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 



局 長 補 佐 議案第２号。議案書は、23ページをご覧ください。 

農業経営基盤強化促進法による岩手町農用地利用集積計画の策定に対する可否

の決定について、農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定に基づき、策定さ

れた令和２年度岩手町農用地利用集積計画について、可否の決定を求めるもので

ございます。 

番号 285、大字沼宮内第 22 地割地内の田１筆 1,717 ㎡、大字五日市第４地割地

内の畑３筆 4,251 ㎡、田３筆 1,273 ㎡、計７筆 7,241 ㎡について、記載の方と担

い手の方が 10 年間中間管理機構を通して、年間総額２万円での賃貸借権設定する

ものでございます。 

番号 286、大字黒内第６地割地内の田２筆 5,632 ㎡についても 10 年間中間管理

機構を通して使用貸借するものでございます。 

285、286 番とも集積計画を一括方式で行っており農地の出し手、受け手が決ま

っていることにより町の集積計画のみで一括して権利設定が可能となり今回提案

させて頂きました。 

番号 287、大字土川第１地割地内の畑１筆 5,438 ㎡同じく土川第４地割地内の畑

１筆 7,579 ㎡、合計２筆 13,017 ㎡について、年間総額 99,000 円で 10 年間の賃貸

借権の再更新を行うものでございます。 

番号 288、大字川口第 45 地割地内の田２筆 10,530 ㎡、畑２筆 21,972 ㎡、及び

大字川口第 46 地割地内の畑１筆 1,053 ㎡、合計５筆 33,555 ㎡について、年間総

額 17万円で 10年間再更新するものでございます。 

番号 289、大字黒内第２地割地内の畑２筆 37,580 ㎡について、年間総額 30 万円

にて、10年間再更新するものでございます。 

以上、議案第２号に係る事務局説明を終わります。 

 

議    長 説明が終わりました。質疑ございませんか。 

 

９番幅委員 この100歳の方に後継者いるのか。 

 

局 長 補 佐 所有者の方は健在ですが施設にいて、事務的なことは息子さんがやっています。 

 

議 長 他にございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 質疑なしと認め、これより採決いたします。 

議案第２号、農業経営基盤強化促進法による岩手町農用地利用集積計画の策定に

対する可否の決定について、可とすることに賛成の方は挙手願います。 

 



（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成と認め、原案のとおり可とすることに決定します。 

 

◎議案第３号 

議    長 続きまして、議案第３号、農地中間管理事業に伴う岩手町農用地利用配分計画の

策定に対する意見の決定について、を議題といたします。事務局より提案説明を求

めます。 

 

局 長 補 佐 議案第３号。議案書は、27ページをご覧ください。 

農地中間管理事業に伴う岩手町農用地利用配分計画の策定に対する意見の決定

について、令和２年度岩手町農用地利用配分計画について、農地中間管理事業の

推進に関する法律第 19 条第３項の規定に基づき、意見の決定を求めるものでござ

います。 

28、29ページをご覧ください。  

農用地利用配分計画において、利用権設定を受ける方の変更になります。 

今まで権利の設定を受けていた方が高齢で規模縮小するとの事により、利用権

設定を受けている大字土川第４地割地内の畑４筆を引き受け耕作していくもので

ございます。 

30ページをご覧ください。 

昨年度、中間管理事業で地域集積を実施しました太田地区において、使用貸借

した大字久保第７地割地内の畑２筆 4,139 ㎡でございます。機構からの利用権の

設定を受ける方を変更するものでございます。 

また、年間総額２万円で賃貸借とするものでございます。        

       以上、議案第３号に係る事務局説明を終わります。 

 

議    長 説明が終わりました。この件に関しまして質疑ございませんか。 

何かございませんか。 

 

（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、農地中間管理事業に伴う岩手町農用地利用配分計画の策定に対する

意見の決定について、原案のとおり可とすることに賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 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。 



 

◎議案第４号 

議    長 続きまして、議案第４号、岩手農業振興地域整備計画の変更に対する意見の決定

について、を議題といたします。事務局より提案説明を求めます。 

 

局 長 補 佐 議案第４号。議案書は、31ページをご覧ください。 

岩手農業振興地域整備計画の変更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、岩手町長より変

更したい旨の意見を求める申し出があったので、意見を求めるものでございます。 

32ページをご覧ください。 

この案件は、ナンバー１、２につきましては、大字土川第１地割地内の畑２筆

5,184㎡を彫刻展示場及び一般住宅地等に転用するものでございます。 

ナンバー３につきましては、大字一方井第 14 地割地内の田 2,299 ㎡を製品ヤー

ド及び一般住宅に転用するもので３筆とも農業振興地域を変更し、除外しようと

するものでございます。詳細につきまして、33 ページから 43 ページをご覧くださ

い。 

以上、事務局説明を終わります。  

 

議    長 説明が終わりました。質疑ございませんか。 

 

７番府金委員 この彫刻の展示とは、町の彫刻の展示とは別のものですか。 

 

係    長 はい。ご自分の作品を展示するスペースを更に広げる。大きいトレーラーで運ん

でくるから道路を作りたいという申請です。 

 

議 長 その他ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 質疑なしと認め質疑を終わり、これより採決いたします。 

議案第４号、岩手農業振興地域整備計画の変更に対する意見の決定について、異

議なしとすることに賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成と認め、原案のとおり異議なしとすることに決定します。 

 

◎議案第５号 



議    長 議案第５号、農作業賃金参考額の設定に伴う可否の決定について、を議題といた

します。事務局より提案説明を求めます。 

 

局 長 補 佐 議案第５号。議案書は、44ページをご覧ください。 

農作業賃金参考額の設定に伴う可否の決定について、令和３年度の設定について、

可否を求めるものでございます。 

  先月全員協議会でご審議いただきました農作業賃金参考額について、今回提案す

るものです。主な改正点につきまして、全員協議会において、盛岡広域の平均値よ

り岩手町の金額が低額となっていた部分につきまして、今後３年間をかけまして、

盛岡広域の平均値に近づけていくように改正しております。 

 45ページをご覧ください。 

 今回改正としようとするものは、参考額表を見ていただきたいと思いますが、二

重枠でくくっているところでございます。 

 ２、機械の部、水田代かきについて、令和２年度が4,630円でしたが、３年度は

5,140円で、510円の増額。畑、耕起について、令和２年度が3,760円でしたが、３

年度は3,910円で、150円の増額。プラウ耕について、令和２年度が4,880円でした

が、３年度は5,090円、210円の増額。        

 ３、畜産の部、刈り取りについて、令和２年度が1,940円でしたが、３年度は

1,990円で50円の増額。集草については、令和２年度が810円でしたが、３年度は

860円で50円の増額。ラッピング小、令和２年度が1,120円でしたが、３年度は

1,240円、120円の増額。デントコーン刈り取り積込、令和２年度が8,140円でした

が、３年度は8,540円、400円の増額。藩種、令和２年度が2,640円でしたが、３年

度は2,680円で、40円の増額となります。 

以上、議案第５号について説明を終わります。 

 

議    長 説明が終わりました。質疑ございませんか。 

 

６番福士委員 近隣の賃金と同じくらいになるのに、あと何年ですか。 

 

係    長 ３年かけて近隣の平均値に近づけます。 

 

議 長 その他ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 質疑なしと認め質疑を終わります。これより採決いたします。 

議案第５号、農作業賃金参考額の設定に伴う可否の決定について、可とすること

に賛成の方は挙手願います。 



 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成と認め、原案のとおり可とすることに決定します。 

 

◎閉会の宣言 

議    長 以上で、本日の日程は終了しました。 

これをもちまして会議を閉じ、第９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56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、ここに署名する。 

 

 

                    議長（会長）                

 

職務代理者 

 

                    ２番                    

 

                    ７番                    


