
第19回岩手町農業委員会総会会議録【閲覧用】 

 

１、第19回岩手町農業委員会総会は、令和４年１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、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 報告第１号 農地法により貸借された農地の解約について 

  日程第５ 報告第２号 農地法施行規則（転用の例外）該当届について 

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 

  日程第８ 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 

日程第９ 議案第４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 

 

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 

６番 福士 好子 

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) 

       

１、本日の欠席委員は、次のとおりである。 

５番 福浦 昌博 

７番 府金 秀一 

 

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等は、次のとおりである。 

      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 

      農地利用最適化推進委員 今松 一広 

      農地利用最適化推進委員 髙橋 正人 

 

（開会時刻 午後１時30分） 

 

◎開会・開議の宣言 

議    長 ただいまから第19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。 

 

◎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。 

１番佐々木金見委員、８番瀨川浩美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。 

 

◎報告第１号 

議    長 日程第４、報告第１号、農地法により貸借された農地の解約について、を議題と

します。事務局より提案説明を求めます。 

 

局 長 補 佐 報告第１号。議案書は、４ページをご覧ください。 



農地法により貸借された農地の解約について、貸借の合意解約の通知があった

ので報告するものでございます。 

５ページをご覧ください。 

番号 16、土地の所在は、大字子抱第１地割地内の畑２筆 20,572 ㎡について、令

和３年３月に１年間総額 10 万円により賃貸借設定しておりましたが、継続はしな

いとの事で今回合意により解約するものです。 

以上、報告第１号の事務局説明を終わります。 

 

議    長 事務局の説明が終わりました。質疑ございませんか。 

 

９番幅委員 解約するわけですが、次借りる人はいるのか。 

 

局 長 補 佐 同じ横田地区の認定農業者の方に、お話しさせていただいております。草地と

して使うそうで、２月の総会に議案として提出する予定です。 

なお、解約の理由ですが、以前はりんご園だったので土壌が畑に合わないという

事と、カラマツの葉が落ちるため、畑として適さないので解約となっております。 

 

議    長 他ございませんか。 

 

（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。 

 

◎報告第２号 

議    長 日程第５、報告第２号、農地法施行規則、転用の例外該当届について、を議題と

します。事務局より提案説明を求めます。 

 

局 長 補 佐 議案書は、６ページをご覧ください。 

       農地法施行規則、転用の例外該当届について、農地法施行規則第 53 条第 14 号

の規定により転用の例外届があったので報告するものでございます。 

       ７ページをご覧ください。 

番号２、土地の所在は、大字川口第 21 地割地内の田１筆 1,008 ㎡の内 2.25 ㎡、

同じく番号３、土地の所在は、大字江刈内第３地割地内の畑１筆 2,892 ㎡の内

2.25 ㎡について、●●が賃借により携帯電話のアンテナ各１棟 2.25 ㎡分を農地転

用し、無線の基地局とするため借受けるものでございます。なお、賃借料につい

ては年間各６万円となっております。 

詳細につきましては、８ページから 19 ページの事業計画書、位置図等をご覧く

ださい。 



工事期間につきましては、どちらも３月７日から５月 13 日までとなっておりま

す。 

以上、報告第２号の説明を終わります。 

 

議    長 事務局の説明が終わりました。質疑ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 質疑なしと認め、以上で報告第２号を終わります。 

 

◎議案第１号 

議    長 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、を議題といたします。事務局の提案説明を求めます。 

 

局 長 補 佐 議案第１号。議案書は、20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

めるものでございます。 

議案書は、21ページをご覧ください。 

番号 30、土地の所在は、大字五日市第５地割地内の田１筆 2,199 ㎡について、

譲り渡す方の労力不足により耕作できないとの事で、知人である方が総額 43 万円

で売買し耕作していくものでございます。 

農地の場所につきましては、24 ページをご覧ください。売買価格は１㎡あたり

195円となっております。 

議案書は、22ページをご覧ください。 

番号 31、土地の所在は、大字川口第 10 地割、12、13 地割の内、田８筆 7,663

㎡、畑３筆 6,155 ㎡、計 11 筆 13,818 ㎡について、親子間において生前贈与し管

理していくものでございます。 

なお、譲り受ける息子さんは、町外に在住しておりますが、休日に実家に戻っ

て管理していくとの事です。 

場所につきましては、25、26ページをご覧ください。 

23 ページになりますが、番号 32、土地の所在は、大字久保第３地割地内の田２

筆 1,263 ㎡について、町外に在住しており管理できないとの事で、町内に在住し

ている親戚の方に贈与し耕作していくものでございます。 

場所については、27ページをご覧ください。 

以上、事務局説明を終わります。 

また、詳細につきましては、現地調査を実施しておりますので、調査員より報

告をお願いします。 



 

議    長 説明が終わりました。続いて、現地調査員の方より調査報告をお願いします。 

 

髙橋推進委員 現地調査の結果について、推進委員の髙橋から報告いたします。 

本日、午前９時から幅委員、今松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 30番の農地について報告します。 

30 番の農地は、川原木地区の●●から南西へ約 200 メートルのところにあり、

農地として利用されていました。 

所有者は農業をやれないため、売買するとのことでした。譲られる側は親族で農

業法人も経営しており、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

いても問題ないものと確認いたしました。 

31 番の農地は、川口、境田・二ッ森地区に点在する 11 筆の農地で、昨年は体調

等の理由で耕作できませんでしたが自己保全管理となっていました。 

今後は寺林の知り合い農家に貸借も検討しながら、とりあえず息子さんに贈与し

て農地の管理をしてもらう予定とのことでした。綺麗に保全管理されているのと、

親子間の贈与でもあり問題ないことを確認いたしました。 

32番の農地は、広域農道から細沢地区への入口から北東へ 400ｍにあり、田とし

て管理されておりました。耕作してくれていた親戚にそのまま贈与するとのことで、

今後の耕作について問題ないものと確認しました。 

以上で報告を終わります。 

 

議    長 ただいま３件の報告をいただきました。質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 打ち切ってよろしいですか。では、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、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、第１号議案は原案のとおり可とすることに決定します。 

 

◎議案第２号 

議    長 日程第７、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可否

の決定について、を議題といたします。事務局の提案説明を求めます。 

 

局 長 補 佐 議案第２号。議案書は、28ページをご覧ください。 



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、農地

法第４条第２項の規定により提出された許可申請について、同条第３項の規定に

より意見を求めるものでございます。 

議案書は、29ページをご覧ください。 

番号１、土地の所在は、大字沼宮内第 36 地割の畑１筆 385 ㎡について、９月の

総会において農業振興地域整備計画の変更に係る意見に対し承認いただき、農業

振興地域から除外となった農地であります。 

除外した事により今回農家住宅を建設するため、転用しようとするものでござ

います。 

場所につきましては 30 ページ、事業計画書等につきましては、31 から 34 ペー

ジをご覧ください。 

詳細につきましては、現地調査を実施しておりますので、調査員より報告をお

願いします。 

また、33、34 ページの農地法第４条の規定による岩手県知事への許可申請に係

る意見書・調査書につきましては事務局係長より説明いたします。 

 

議    長 説明が終わりました。続いて、現地調査員の方より調査報告をお願いします。 

 

今松一広推進委員 現地調査の結果について、推進委員の今松から報告いたします。 

本日、午前９時から先ほどのメンバーで現地を確認して参りました。 

４条申請、受付番号１番の農地転用の件について報告します。 

農地の所在は水堀地区で、●●から北へ 1.2キロメートルにある申請者宅の隣の

畑でした。 

事業計画書の土地選定の理由どおり、現在の家を小屋として使うとのことで、隣

の敷地であることや国道沿いであることの利便性を確認できました。 

また、周辺農地への影響などについても、場所から見て特に問題がないと確認い

たしました。 

以上で報告を終わります。 

 

議    長 現地調査員の説明が終わりました。 

続いて、許可申請に係る意見書及び調査書について事務局より説明をお願いしま

す。 

 

農地利用係長 33、34 ページの県へ提出する意見書・調査書について説明します。一番左の縦

の項目の４番目、立地基準から説明します。 

（意見書・調査書の内容を説明） 

 

議    長 一連の説明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 質疑ないものと認め、質疑を終わります。これより、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、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、第２号議案は原案のとおり承認することに決定します。 

 

◎議案第３号 

議    長 日程第８、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。事務局の説明を求めます。 

 

局 長 補 佐 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、農地法第４条第２項の規定を準用し提出された許可申請について、同条第

３項の規定により意見の決定を求めるものでございます。 

 議案書は、36ページをご覧ください。 

       番号 21、22、土地の所在は、大字川口第 21 地割地内、田 1,008 ㎡の内 229.97

㎡、同じく大字江刈内第３地割地内、畑 2,892 ㎡の内 295.89 ㎡について、先ほど

報告第１号により携帯電話のアンテナを建てる報告をしました工事について、そ

れぞれ資材置場、作業スペースなどに使用するため一時転用するものでございま

す。詳細は 37から 48ページとなります。 

       以上、事務局説明を終わります。 

詳細につきましては現地調査を実施しておりますので、調査員より報告をお願

いします。 

なお、農地法第５条の規定による岩手県知事への許可申請に係る意見書・調査

書については、事務局係長より説明いたします。 

 

議    長 続いて、現地調査の報告を担当委員からお願いします。 

 

今松一広推進委員 現地調査の結果について、推進委員の今松から報告いたします。 

先ほどのメンバーで現地を確認して参りました。 

５条申請、受付番号 21番と 22番の農地転用の件について報告します。 

21番は、●●から南に約 200メートルの位置にありました。 

22番は、いわて沼宮内駅から南へ 1.1kmで●●のところにある農地でした。 

21 番と 22 番どちらも、許可後から３か月の一時転用であり、携帯電話用アンテ



ナ工事の資材置場、クレーンヤード、作業スペースに使用した後は現状復旧する計

画で、転用する計画の内容、周辺農地への影響など、問題がないと確認いたしまし

た。 

以上で報告を終わります。 

 

議    長 現地調査員の説明が終わりました。 

続いて、岩手県へ提出する許可申請に係る意見書及び調査書について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

農地利用係長 41 ページをご覧ください。21 番の農地法第５条の規定による許可申請に係る意

見書・調査書について説明します。先ほどと同様に、一番左の縦の項目の４番目、

農地転用許可基準からみた意見と理由から説明します。 

（意見書・調査書の内容を説明） 

47 ページをご覧ください。22 番ですが、21 番と同等のアンテナ工事の資材置場、

クレーンヤード等、工事に係る一時転用となります。左の縦の項目の４（１）農

地区分から説明します。 

（意見書・調査書の内容を説明） 

 

議    長 一連の説明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 質疑を打ち切り、これより採決に入ります。 

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、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す。 

 

◎議案第４号 

 

議    長 次に日程第９、議案第４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。事務局より提案

説明を求めます。 

 

局 長 補 佐 議案第４号。議案書は 49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３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。 

50ページから 68ページの番号 133から 154については、万部、大渡・遠中沢地

区の中間管理事業の利用権設定でございます。 

一括方式により契約を行うもので、前回 12月の追加分になります。 

今回の農地の所有者 17 名が公社と貸借の契約を行い、公社が担い手の方９名と

貸借するものです。 

今回筆数は 138筆、面積は 579,521㎡となります。 

この地区の利用権設定については、先月、今月と、また来月２月の総会にも提

案予定の案件でございますが、現在の集積率は 56.58％となっております。 

２月最終分ですが、面積 92,374㎡を追加する予定となっております。 

最後、68 ページの番号 155 について、先月の総会にて承認いただきました農地

の所在は、大字江刈内第 19地割地内の畑 6,455㎡についてでございます。 

前所有者より岩手県農業公社へ所有権移転を行い、今回農業公社より認定農業

者の記載の方が土地代 51万円にて所有権移転するものでございます。 

以上、事務局説明を終わります。 

 

議    長 ただいま説明が終わりました。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４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する方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成と認め、第４号議案は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19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41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）                
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