
第21回岩手町農業委員会総会会議録【閲覧用】 

 

１、第21回岩手町農業委員会総会は、令和４年３月23日、午後２時00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 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５ 議案第２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６ 議案第３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７ 議案第４号 農作業賃金参考額の設定に伴う可否の決定について 

日程第８ 追加議案第１号 職員を任免することの承認について 

 

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) 

       

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 三浦 松夫 

      農地利用最適化推進委員 中村 重信 

 

（開会時刻 午後２時15分） 

 

◎開会・開議の宣言 

議    長 ただいまから第21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、３番田中正志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。 

 

◎議案第１号 

議    長 日程第４、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、４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、５ページをご覧ください。 

番号 36、土地の所在は、大字葉木田第４地割地内の田１筆 2,058 ㎡と、同じく

大字葉木田第５地割地内の田１筆 3,506 ㎡、計２筆 5,564 ㎡について、この農地

は以前より高齢のため労力不足で耕作できず親戚の方が耕作しておりましたが、

耕作者が亡くなったことにより記載の方が、年額 22,250 円、土地改良区の賦課金

相当額で令和 14 年３月までの 10 年間借受け耕作していくものでございます。場

所につきましては、６ページをご覧ください。 

７ページをご覧ください。 

番号 39、土地の所在は、大字川口第 28 地割地内の田７筆 4,625 ㎡について、高

齢により耕作できないとのことで、川口地域を主にして所有・貸借している記載

の農業法人が、無償により令和９年３月 31 日までの５年間使用貸借していくもの

でございます。場所につきましては、８ページをご覧ください。 

議案書は９ページをご覧ください。 

番号 37、土地の所在は、大字久保第５地割地内の畑１筆 2,707 ㎡について、譲

り受ける方の要望により、土地代 75万円にて売買するものでございます。 

1反歩あたり 277,000円となります。 

番号 41、土地の所在は、大字沼宮内第 24 地割地内の田２筆 5,089 ㎡について、

労力不足により耕作できないため記載の方が土地代 200 万円で売買するものでご

ざいます。１反歩あたり 393,000 円となります。場所につきましては、それぞれ

10、11ページをご覧ください。 

12ページをご覧ください。 

番号 38、土地の所在は、大字川口第 12 地割地内の畑２筆 792 ㎡について、高齢

である母親から譲り受け娘さんが耕作していくため贈与するものでございます。 

農地の場所につきましては、それぞれ 16から 19ページをご覧ください。 

番号 40、土地の所在は、大字川口第 47 地割地内の畑９筆 20,818 ㎡、同じく田

５筆 3,531 ㎡、計 14 筆 24,349 ㎡について、親子間で経営を移譲するものでござ

います。 

なお、この農地は、農地中間管理事業で譲り受ける息子さんが経営する農業法

人と賃貸借契約を結んでおりましたが、今回移譲により所有権移転することから

公社との契約を解除して贈与の手続きをするものでございます。場所につきまし

ては、それぞれ 14、15ページをご覧ください。以上、事務局説明を終わります。 

ご説明しました６件につきまして、現地調査を実施しておりますので、詳細に

ついて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。 

 



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時から佐々木委員、中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 36番から 41番の農地について報告します。順に報告します。 

36 番の農地は、●●から南東へ約 200 メートルのところに２筆あり、田として

管理されていました。 

37 番の農地は、●●から南東へ 200 メートルほどのところにあり、タバコの乾

燥用ハウスに利用されておりました。 

38 番の農地は、川口の●●の南隣りにあり、現在は家庭菜園用として管理され

ていました。 

39 番の農地は、●●から東へ 200 メートルほどのところにあり、田として３筆、

残り４筆は自己保全管理となっておりました。 

40 番の農地は、●●から南へ 400 メートルほどの所有者宅付近にまとまってあ

り、シイタケ用ハウス、野菜用ハウスのほか全て農地として利用されていました。 

41 番の農地は、尾呂部から下横沢へ向かう●●の付近にあり、休耕田として自

己保全管理されていました。 

全てにおいて、譲り受ける側の機械および労働力は確保されており、今後の耕作

について問題ないと確認しました。以上で報告を終わります。 

 

議    長 現地調査員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 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、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５、議案第２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２号。議案書は 16 ページをご覧ください。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、17ページをご覧ください。 

       番号 26、土地の所在は、大字五日市第 11 地割地内の登記地目は田ですが、現況

が原野 410㎡についてでございます。 

今回申請している場所の斜め向かいにあるホームセンターが、町外在住の所有

者から借受け、めがね店、コインランドリー又、駐車場として利用していくため

30 年間、年額 236,940 円にて賃貸借するものでございます。なお、現在営業中の

●●については、取り壊し駐車場にし、新たに建築するコインランドリーの横に

新築する予定です。 

場所につきましては 18 ページを、転用事業計画書等詳細につきましては、19 か

ら 24ページをご覧ください。 

25ページをご覧ください。 

番号 27、土地の所在は、大字久保第５地割地内の畑 498 ㎡について、近くの農

業経営を営む会社が駐車場に活用するため、双方の合意により総額 100 万円で売

買するものでございます。売買価格は、１反歩あたり約 20万円となります。 

場所につきましては 26 ページ、詳細につきましては、27 から 30 ぺージをご覧

ください。 

 なお、26、27 番とも現地調査をしておりますので、調査員の報告をお願いしま

す。 

また、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 続いて、現地調査報告及び意見書等の説明をお願いします。 

 

中村推進委員 現地調査の結果について、推進委員の中村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 26番と 27番の農地転用の件について報告します。 

26番は、●●の東側斜め前にあり、原野となっておりました。 

27 番の農地は、太田地区の●●にある農地で、休耕畑として管理されておりま

した。 

どちらの農地も宅地と道路に囲まれ周辺農地への影響はなく、また、転用する計

画の面積、内容にも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。 

 

農地利用係長 続きまして、私の方から意見書・調査書について説明します。 

23、24 ページをご覧ください。これは、受付番号 26 番、借受人は株式会社●●

でございます。 

（意見書・調査書の内容を説明） 

続きまして 29、30 ページをご覧ください。受付番号 27 番、譲受人は株式会社



●●でございます。 

（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 ないようですので質疑を打ち切り、これより採決に入ります。 

議案第２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３号 

議    長 次に日程第６、議案第３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３号。議案書は 31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。 

32ページをご覧ください。 

番号 165、166 につきまして、中間管理事業の売買支援事業を活用して所有権移

転するもので、今回は、所有者から岩手県農業公社へ所有権移転するものです。 

165 番、土地の所在は、大字土川第４地割地内の畑 11,058 ㎡について、土地代

100万円、１反歩あたり９万円で岩手県農業公社へ売買するものでございます。 

166 番、土地の所在は、大字土川第２地割地内の畑 10,959 ㎡について、土地代

200万円、１反歩あたり 182,000円で売買となります。 

167番、168番は、基盤法により賃貸借するものでございます。 

167 番、土地の地番は、大字沼宮内第 30 地割地内の畑２筆 1,425 ㎡について 10

年間、賃貸借料につきましては年額２万円を、今回は１万円に変更して更新する

ものでございます。 

168 番、土地の所在は、大字久保第８地割地内の畑２筆 3,499 ㎡について、10

年間、賃貸借料１反歩 5,000円で更新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 この２件は、公社を通しての売買となりますね。何か、ございませんか。 

 

９番幅委員 167番の49歳の方は。 

 

農地利用係長 息子さんが亡くなり、その奥様です。その方との契約です。 

 

議    長 他ございませんか。 

 

（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３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４号 

議    長 日程第７、議案第４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４号。議案書は、34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４年度農作業賃金参

考額の設定について、可否の決定を求めるものでございます。 

35ページをご覧ください。 

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は、人力作業の部について、今年の 10 月の最低賃金の

見直しを見込んだ金額とし、現在の額より 3.5パーセント増としております。 

 機械の部以降を見ていただきたいのですが、項目、単位、金額としている金額

の額のところが４年度の設定額となります。その横が前年度の金額、その横が差

額に金額があるものは今回調整し、近隣の平均値に近づけていくものでございま

す。 

 ２、機械の部。水田代かきについて、令和３年度が 5,140 円でしたが、今年度

は 5,300 円で 160 円の増額。田植え 5,900 円が 5,910 円で 10 円の増額。畑、耕起



について、令和３年度が 3,910 円でしたが、今年度は 3,980 円で 70 円の増額。プ

ラウ耕は、5,090 円を 5,190 円に 100 円の増額。コンバインが 16,500 円から

16,600円で 100円の増額。 

３、畜産の部。刈り取りについて、令和３年度が 1,990 円でしたが、今年度は

50円の増で 2,040円。集草については 860円が 900円の 40円の増額。ラッピング 

小 1,240 円が 1,300 円で 60 円の増額。デントコーン刈り取りが 200 円増の 8,740

円。播種が 30円の増額で 2,710円となります。        

       以上、議案第４号についての事務局説明を終わります。 

 

議    長 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。 

 

４番佐々木委員 一番下の、燃料費が著しく高騰した場合は、の説明文の文字を大きくした方が

いいと思います。 

 

９番幅委員 堆肥散布、田、畑により単価が違うのか。堆肥代込みなのか、別なのか。 

堆肥散布10アールあたりの表示で、トン数はついていないが。３トンふっても、

４トンふっても同じか。 

実際は、面積で何円ではなく、１台何円のパターンが多いと思うが。 

 

事 務 局 長 今までと同様に、農業会議からの資料を参考に作成しております。 

 

議    長 堆肥を薄くふってほしいとか、今までも希望に応じて個別に対応していると思い

ます。例年と同様の参考額表ですので、これを目安に個々に調整していただいて良

いと思います。 

       ほか、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４号、贈与税等の納税猶予の継続届出に係る証明願に対する可否の決定に

ついて、賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成と認め、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

       今回は、追加議案を提案させていただくため暫時休憩とします。 

 

（午後２時57分休憩－午後３時13分再開） 



 

議    長 会議を再開します。 

 

◎追加議案第１号 

議    長 日程第８、追加議案第１号、職員を任免することの承認について、を議題にしま

す。 

 

事 務 局 長 追加議案第１号、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 ただいま事務局長より説明がございました。質疑ございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

議    長 質疑なしと認め、質疑を終わります。これより、採決いたします。 

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。 

 

◎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21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３時25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）                

 

                    ２番                    

 

                    ３番                    


