
第22回岩手町農業委員会総会会議録【閲覧用】 

 

１、第22回岩手町農業委員会総会は、令和４年４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 令和３年度岩手町農業委員会の事業報告について 

  日程第５ 報告第２号 農地法により使用貸借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７ 議案第２号 農地法の適用外証明願に対する可否の決定について 

  日程第８ 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９ 議案第４号 令和４年度岩手町農業委員会による最適化活動の推進等の決定につ

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 

   (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。 

      農業委員 

９番 幅  清一 

       

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。 

      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      千葉 優子 

      主事          藤川 翔大郎 

      農地利用最適化推進委員 澤村 博美 

      農地利用最適化推進委員 遠藤 文雄 

 

（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22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９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、７番府金秀一委員のご両名にお願いいたします。また、書

記は事務局の千葉係長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、令和３年度岩手町農業委員会の事業報告について、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。 



令和３年度岩手町農業委員会の事業報告について報告するものであります。 

       議案書は、５から 12ページとなります。 

       農業委員会等に関する法律第 37 条の規定により情報の公表が定められており、

事業報告するものでございます。前月の全員協議会で報告させていただきました

報告につきましては、岩手町での報告であり今回につきましては、全国農業会議

所のホームページにより公表されるものでございます。 

事業報告の項目は、例年のとおりでございます。この報告については、昨年度

の４月の総会にてご承認いただいておりました令和３年度の計画について点検・

評価したものでございます。 

内容につきましては、５ページ、農業の概要につきましては、2020 年の農林業

センサスで公表されている面積、農家数等でございます。また、農家台帳面積は、

農地システムの面積となっており昨年４月の総面積が、5,582 ヘクタールだったも

のが 5,554ヘクタールと 28ヘクタールの減となっております。 

遊休農地面積は、７月の農地パトロールをした結果の数値となっております。

そのほか変更になったことは、認定農業者の実数 217 名が 219 名、また、新規就

農者が２名から１名に変更になっております。 

６ページをお開きください。 

１、現状及び課題についてですが、担い手への農地の集積・集約化につきまし

ては、担い手、認定農業者が耕作している集積率についてでございます。町農林

課で調査した結果により 68.92パーセントであります。   

２、令和３年度の集積の目標実績については、計画時は 150 ヘクタールとして

おりましたが、約 280 ヘクタールの実績となり目標を大きく上回りました。なお、

地域集積した久保・横田地区 75 ヘクタール、万部、大渡・遠中沢地区約 183 ヘク

タールが主なものとなっております。 

目標の達成に向けた活動の活動実績、評価につきましては、お目通しください。 

７ページにつきましては、新規参入の促進についてです。目標は１経営体とな

っておりますが、残念ながら就農された方は今年度もおりませんでした。 

８ページにつきましては、遊休農地に関することになります。昨年７月に農地

パトロールにおいて判断した結果についてでございます。 

９ページの違反転用等につきましては、令和３年度も見受けられませんでした。 

10、11、12 ページについてですが、農地法等に基づいた事務の件数等でありま

す。前月報告しました許可数の件数と同じとなっております。 

以上、報告第１号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。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。 

 

◎報告第２号  

議    長 日程第５、報告第２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２号。議案書は、13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、貸借の合意解約があったので報

告するものでございます。 

14ページをご覧ください。 

番号１、大字土川第４地割地内の畑 19,002 ㎡の内 6,000 ㎡について、賃貸借し

ておりましたが、所有者が自ら耕作していくとのことで今回解約するものでござ

います。 

以上報告第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ので質疑に入ります。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、であります。事務局の説明を求めます。 

 

局 長 補 佐 議案第１号。議案書は、15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項に規定に

より意見の決定を求めるものであります。  

16ページをご覧ください。 

番号１、土地の所在は、大字五日市第７地割地内の登記地目が畑 313 ㎡、現況

宅地 313 ㎡について、譲り渡す方が県外に在住のため管理できないとのことで町

内に在住している記載の方へ贈与するものです。また、贈与を受けた後は、駐車

場として活用していくものです。 

場所につきましては、17 ページ、事業計画書等につきましては、18 ページから

21ページをご覧ください。 

ページ戻って 16 ページ。番号２、土地の所在は、大字江刈内第３地割地内の畑

２筆 196.73 ㎡について、祖母の農地を譲り受けて一般住宅を建築し、そのほか車



庫等に利用するものでございます。 

 場所につきましては、22 ページ、事業計画書等につきましては、23 ページから

26ページをご覧ください。  

１、２番とも現地調査をしておりますので、調査員から報告をお願いします。 

また、県知事への意見書・調査書につきましては、事務局より説明いたします。 

以上、説明を終わります。 

 

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。 

 

遠藤推進委員 現地調査の結果について、推進委員の遠藤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。 

５条申請、受付番号１番と２番の農地転用の件について報告します。 

１番の農地は、●●から東へ 300メートルほどのところにあり、宅地として管理

されておりました。 

２番の農地は、沼宮内駅から南に 1.2キロメートルほど、●●の裏手にある農地

で、休耕地として管理されておりました。 

どちらの農地も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。 

 

主    事 続きまして、私の方から意見書・調査書について説明いたします。 

20、21ページをご覧ください。受付番号１番について説明いたします。 

（意見書・調査書の内容を説明） 

25、26ページをご覧ください。これは、受付番号２番についてです。 

（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１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、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、農地法の適用外証明願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、27ページをご覧ください。 

農地法の適用外証明願に対する可否の決定について、農地法の適用外証明願が

提出されたので可否の決定を求めるものでございます。 

 28ページをご覧ください。 

       番号１番、土地の所在は大字川口第 28 地割地内の畑 5,182 ㎡について、平成元

年頃から現在まで山林として管理しているところであります。 

       場所につきましては、29ページをご覧ください。 

 以上、事務局説明を終わります。 

       なお、こちらも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。 

 

議    長 現地調査の報告を担当委員からお願いします。 

 

澤村推進委員 現地調査の結果について、推進委員の澤村から報告いたします。 

先ほどと同じメンバーで現地を確認して参りました。 

適用外証明願の受付番号１番の対象地は町道白椛大渡線沿いで、●●を越えて西

へ１キロメートルほどのところにありました。 

山林として使われており、時期も概ね申請のとおりであることと判断、確認いた

しました。 

今後農地に復元することは困難であり、非農地にすることは、やむを得ないと判

断しました。以上で報告を終わります。 

 

議    長 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。 

 

（なしの声） 

 

議    長 質疑なしと認め、質疑を打ち切ります。 

議案第２号、農地法の適用外証明願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いたしました。 

 



◎議案第３号 

議    長 続きまして、日程第８、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。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４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。 

議案書は、31ページをご覧ください。 

番号１から３までについて、中間管理事業による売買支援事業によるものでご

ざいます。 

１、２番につきましては、３月の総会において、元の所有者から農業公社へ所

有権移転した農地を、今回農業公社から担い手である方が売買により所有権移転

するものでございます。 

１番は、土地の所在、大字土川第２地割地内の畑 10,959 ㎡について土地代 200

万円で売買するものでございます。１反歩あたり 182,000円となります。 

２番は、土地の所在、大字土川第４地割地内の畑 11,058 ㎡について土地代 100

万円で売買するもので、１反歩あたり約９万円となります。 

３番につきましては、土地の所在、大字土川第５地割地内の田８筆 8,502 ㎡に

ついて土地代 1,275,000 円で農業公社へ売買するもので、１反歩あたり約 15 万円

となります。 

       以上、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。 

 

６番福士委員 同じ土川だが、価格の違いは。 

 

局 長 補 佐 同じ地区でも畑に傾斜がある、段がついているなど、それぞれ条件が違うためで 

す。売買価格は双方の合意により決めております。 

 

議    長 あと、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、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。 

 

◎議案第４号 

議    長 続きまして、日程第９、議案第４号、令和４年度岩手町農業委員会による最適化

推進等の決定について、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、33ページをご覧ください。 

令和４年度岩手町農業委員会による最適化活動の推進等の決定について、農業

委員会等に関する法律第６条第２項の規定により令和４年度最適化活動の推進等

の決定を求めるものでございます。 

昨年までは事業業務計画としていたものですが、今年度より最適化の推進に係

る活動を重視していくため、「活動計画」から「最適化活動の目標の設定」に変

更になります。 

内容としては、34ページをご覧ください。 

１、農業委員会の状況については、先ほど報告いたしました状況と同じです。 

２、農家の概要につきましては、農林業センサスに示された数値となっており

先ほど報告した数値となります。昨年までは、販売農家数などをお示ししており

ましたが今回から省略となりました。 

農地等の概要につきましても簡素化された状況になっており、経営耕地面積、

遊休農地、農地台帳面積が昨年度まであったのですが省略となっており、耕地面

積のみ示されることになり作物統計に基づいた面積となります。 

次、35ページをご覧ください。 

最適化活動の目標について、でございます。 

１、最適化活動の成果目標、⑴、①の農地の集積についての現状及び課題につ

いては、先ほどの報告の数値となっております。 

②の目標については、現在取り組んでいる土川・新田地区等のほか今年度、他

地区と思案中の分も含めて新規集積面積を 300 ヘクタール中 140 ヘクタール、集

積率 47 パーセントと計画したところです。前年と比較すると目標率が低いのです

が、実績で増やそうと考えております。 

⑵遊休農地の解消については、目標を前年度並みと積算しているところでござ

います。 

次、36ページをご覧ください。 

新規参入の現状については、ここ３年は、残念ながら参入者はおりませんでし

た。ちなみに今年度は、現在問合せや相談が何件か農林課に来ておりますので期

待するところです。 



次、２の最適化活動の活動目標について、でございます。 

今回、最適化の推進活動に向けて変更になったここが重要なポイントになりま

す。 

各委員さんの月の活動の目標を６日としておりますが、10 日を目標にするよう

にと先日農業会議より指示がありましたので、すみませんが訂正をお願いいたし

ます。 

１人あたり月の活動日数は、10 日となります。なお、活動日数については、病

気など特別の事情があれば考慮できますが、それ以外は活動をしていただくこと

になります。１分でもいいので、道端で話したことでも活動記録簿に記入しても

らいます。 

また、最適化の活動日数にカウントできる内容が、①農地の集積、②遊休農地

の解消、③新規参入の促進の内容となります。 

そのほか総会や会議に出席、年金や新聞の推進などの活動は、今までのとおり

で記録簿にも記入していただきますが、この最適化の活動のカウントには含める

ことはできませんので、間違えてカウントしないようにお願いします。 

そして、１人でも月の活動が０日であると交付金をもらえなくなります。 

ちなみに昨年までは、全員の活動日数の合計で算定されてきましたが、今年か

ら点数化されることになり、各委員さんの活動日数が明確化されることになりま

す。 

それに伴い、今年度から活動記録簿についても大幅に変更になりますので、こ

の後の全員協議会で説明いたします。 

次に、最適化の活動の強化月間の設定目標について、でございます。  

活動の強化月間を設けることになり、取組項目や内容を設定する必要がありま

す。現在取り組んでいる農地の集積、土川・新田等地区を７月までに契約まで進

めたいと考えております。 

次に遊休農地の解消について、７月の農地パトロールを中心として 11 月まで解

消に取り組みたいと考えています。その中で、昨年から始めた農地管理の草刈、

農地集積に活用していきたいと考えております。 

また、農地の集積を土川・新田地区の農地集積終了後、他の地区に取りかかる

予定として計画させていただきました。 

なお、今回の目標等については全体の計画となります。来月は、担当地域ごと

の最適化活動の目標を立てていく事になります。来月の全員協議会で提案させて

いただき、地域ごとに検討していただきますのでよろしくお願いします。 

以上、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。 

 

（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、令和４年度岩手町農業委員会による最適化活動の推進等の決定につ

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。 

 

◎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22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27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）                

 

                    １番                    
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