
 

 

 

 

 

 

 

 

第１６回岩泉町農業委員会総会会議録 
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第１６回岩泉町農業委員会総会会議録 

 

日 時 平成３０年１０月２３日   午前１０時００分～ 

 

場 所 岩泉町役場 分庁舎第１会議室 

 

招集者 岩泉町農業委員会長  合 砂 哲 夫 

 

議 事 １、開  会                             

    ２、挨  拶                             

    ３、議事録署名委員指名                        

    ４、会議書記の指名                          

    ５、議  事                             

      議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について       

      議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について       

      議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について       

      議案第４号 農用地利用集積計画に係る意見決定について       

      議案第５号 農用地利用配分計画案に係る意見決定について      

    ６、そ の 他                             

７、閉  会 

 

出席委員（５名） 

     １番 早川ケン子 委員     ２番 三田地泰正 委員 

     ３番 工藤 幸雄 委員     ５番 杉山  晶 委員 

     ７番 合砂 哲夫 委員                 

 

欠席委員（２名） 

     ４番 武田  健 委員     ６番 佐藤 安美 委員 

 

出席した農地利用最適化推進委員 

        立花 春男 委員        畠山 利勝 委員 

        川端 光江 委員 

 

出席した職員 

 
                      事務局長 
    事務局長 佐々木 修 二           三 上 訓 一 
                      補  佐 
 
    主 幹 三 浦 政 人      主  査 佐々木   仁 



    ◎開 会 

                              （午前10時00分） 

 

佐々木事務局長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第16回岩泉町農業

委員会総会を開会いたします。 

  開会に当たりまして、農業委員会憲章の唱和を行います。本日は、輪番によりま

して、１番、早川ケン子委員にお願いしたいと思います。早川委員、よろしくお願

いいたします。 

 

    （農業委員憲章唱和） 

 

佐々木事務局長 ありがとうございました。 

 

                                       

 

    ◎挨 拶 

 

佐々木事務局長 それでは、合砂会長からご挨拶をお願いします。 

 

会 長 おはようございます。第16回の農業委員会総会ということでご出席いただき

まして、ありがとうございます。 

  いろいろ心配されました台風等もようやっと落ち着いたのかなという気はします

けども、また26号が発生したということでございます。今後こっちに来るのかどう

かこれからでありますが、ある程度の農作業につきましては大体終わったのかなと

は思いますが、まだこれから残された果樹等もあると思いますが、いろいろ心配さ

れるところであります。 

  きょうはいろいろ案件がございますが、皆さんからご忌憚のないご意見をいただ

きまして進行してまいりたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

佐々木事務局長 ありがとうございました。 

  本総会につきましては、岩泉町農業委員会会議規則第９条により、会長が議長と

なり議事を進行することになっておりますので、以降の進行につきましては合砂会

長にお願いいたします。 

 

                                       

 

    ◎会議成立宣言 

 



議 長 それでは、本日の欠席届のあった委員は４番、武田委員、６番、佐藤委員の

２名です。ただいまの出席委員は５名です。定足数に達しておりますので、会議は

成立いたしました。 

  それでは、第16回岩泉町農業委員会総会を開会いたします。 

  議案はお手元に配付したとおりであります。 

 

                                       

 

    ◎議事録署名委員指名 

 

議 長 次に、議事録署名委員の指名を行います。 

  本総会の議事録署名委員に１番、早川委員、２番、三田地委員を指名いたします。 

 

                                       

 

    ◎会議書記指名 

 

議 長 次に、会議書記の指名を行います。 

  本総会の会議書記に佐々木主査を指名いたします。 

 

                                       

 

    ◎議案第１号 

 

議 長 それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題

といたします。 

  事務局の説明を求めます。 

  局長。 

 

佐々木事務局長 それでは、議案第１号についてご説明いたします。 

  議案第１号は、農地法第３条の規定による許可申請についてであります。提案し

ております許可申請は、贈与による農地の取得に関するもの５件であります。 

  詳細につきましては担当がご説明申し上げますので、よろしくご審議をお願いい

たします。 

 

議 長 佐々木主査。 

   

佐々木主査 それでは、ご説明いたします。 



  １ページをお開き願います。議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に

ついて。農地法第３条の規定により下記農地の申請があったので、審議を求める。

平成30年10月23日提出、岩泉町農業委員会長、合砂哲夫。 

  審議番号１、申請人の住所、氏名、譲受人、※※※※※※※※、※※※※。土地

の表示、所在地番は、※※※※※※※※※です。地目は畑で、面積は※※※㎡です。

耕作者は、※※※※となっております。移転の事由、譲受人は農業を継承する。譲

渡人は、農業後継者へ農地を譲り渡す。契約内容は贈与です。経営の状況は記載の

とおりです。 

  次に、３ページをごらん願います。許可基準審査票です。１の当事者の氏名、２

の移転事実関係の内容、３の移動に関する権利の種類は記載のとおりです。 

  その次、法第３条第２項の審査内容です。第１号について、既に※※※※さんが

野菜を作付しており、農地取得後におきましても引き続き耕作していくこととし、

畑として利用することで問題ないと判断しました。第２号及び第３号は、個人です

ので該当しません。第４号について、譲受人本人と配偶者は専業従事であり、本人

と配偶者と交代で必要な農作業に従事することにより、従事日数は十分に確保でき

ると判断しました。第５号の下限面積も自作面積があり問題なく、第６号は所有権

を有するための売買であるため該当しません。第７号につきましては、地域の農業

者であり、地域と協力して効率的に営農することとしているため、問題ありません。

よって、農地法第３条第２項に定める禁止事項に全て該当しないため、許可できる

内容となっております。 

  なお、現地確認は10月17日に地区担当の佐藤安美農業委員と佐藤幸二農地利用最

適化推進委員、畠山利勝農地利用最適化推進委員のご協力で実施いたしました。委

員からは申請内容、営農計画は問題なしとのご意見を頂戴しております。 

  ４ページには現況図を添付しております。 

  恐れ入りますが、１ページにお戻り願います。審議番号２、申請人の住所、氏名、

譲受人、※※※※※※※※※※※※、※※※※。譲渡人、※※※※※※※※、※※

※※※。土地の表示、所在地番は、※※※※※※※※※※です。地目は畑で、面積

は※※㎡です。耕作者は、※※※※※となっております。移転の事由、譲受人は経

営規模拡大のためこの地を取得する。譲渡人は、耕作希望者へ農地を譲り渡す。契

約の内容は贈与による所有権移転です。なお、※※※※※と※※※※※は親戚関係

にあるというふうに伺っております。経営の状況は記載のとおりです。 

  次に、５ページをごらん願います。許可基準審査票です。１の当事者の氏名、２

の移転事実関係の内容、３の移動に関する権利の種類は記載のとおりです。 

  その次、法第３条第２項の審査内容です。第１号について、既に※※※※※さん

が野菜を作付しており、農地取得後におきましても引き続き耕作していくこととし、

畑として利用することで問題ないと判断しました。第２号及び第３号は、個人です

ので該当しません。第４号について、譲受人本人と配偶者は専業従事であり、本人

と配偶者と交代で必要な農作業に従事することにより、従事日数は十分に確保でき



ると判断しました。第５号の下限面積も自作面積があり問題なく、第６号は所有権

を有するための売買であるため該当しません。第７号につきましては、地域の農業

者であり、地域と協力して効率的に営農することとしているため問題ありません。

よって、農地法第３条第２項により定める禁止事項に全て該当しないため、許可で

きる内容となっております。 

  なお、現地確認は10月15日に地区担当の三田地泰正農業委員と小野寺則利農地利

用最適化推進委員のご協力で実施いたしました。両委員からは申請内容、営農計画

は問題なしとのご意見を頂戴しております。 

  ６ページには現況図を添付しております。 

  恐れ入りますが、再び２ページにお戻り願います。審議番号３、申請人の住所、

氏名、譲受人、※※※※※※※※※※※、※※※※※。譲渡人、※※※※※※※※

※※※、※※※※※。土地の表示、所在地番は、※※※※※※※※、※※の２筆で

す。地目は※※が畑、※※が田です。合計面積は※※※㎡です。耕作者は、※※※

※※となっております。移転の事由、譲受人は農業を継承する。譲渡人は農業後継

者へ農地を譲り渡す。契約の内容は贈与です。経営の状況は記載のとおりです。 

  次に、７ページをごらん願います。許可基準審査票です。１の当事者の氏名、２

の移転事実関係の内容、３の移動する権利の種類は記載のとおりです。 

  続きまして、農地法第３条第２項の審査内容ですが、第１号につきましては農地

の取得後水稲のほか大豆等の作付を計画しており、いずれも農地として利用するこ

とから、不耕作目的による権利取得に該当しないため問題ありません。第２号は、

法人でないため該当しません。第３号は、信託の引き受けではないため該当しませ

ん。第４号につきましては、従事者４名のうち２名が兼業従事者となりますが、勤

務前または勤務後の時間や休日等の活用により必要な農作業に従事する計画である

ことから、従事日数は十分に確保できると判断しましたので問題ありません。第５

号は、所有面積が10アール以上となるため、下限面積の基準を満たしているため問

題ありません。第６号は、所有権を有するための売買であるため該当しません。第

７号につきましては、地域の農業者であり、地域と協力して効率的に営農すること

としているため問題ありません。よって、農地法第３条第２項に定める禁止事項に

全て該当しないため、許可できる内容となっております。 

  ８ページには現況図を添付しております。 

  現地確認は、10月17日に佐藤安美農業委員、佐藤幸二農地利用最適化推進委員、

畠山利勝推進委員にお願いして実施しており、３名から申請内容、営農計画は問題

ないとのご意見を頂戴しております。 

  恐れ入りますが、再び２ページにお戻り願います。審議番号４、申請人の住所、

氏名、譲受人、※※※※※※※※※※、※※※※※。譲渡人、※※※※※※※※※

※※、※※※※※。土地の表示、所在地番は、※※※※※※※※※※です。地目は

畑です。面積は※※※㎡です。耕作者は、※※※※※となっております。移転の事

由、譲受人は農業を継承する。譲渡人は、農業後継者へ農地を譲り渡す。契約の内



容は贈与です。経営の状況は記載のとおりです。なお、※※※※※については、筆

界未定地番となっていることを申し添えます。 

  次に、９ページをごらん願います。許可基準審査票です。１の当事者の氏名、２

の移転事実関係の内容、３の移動する権利の種類は記載のとおりです。 

  続きまして、農地法第３条第２項の審査内容ですが、第１号につきましては農地

取得後豆類、野菜類の作付を計画しており、いずれも農地として利用することから

問題ございません。第２号は、法人でないため該当しません。第３号は、信託の引

き受けでないため該当しません。第４号につきましては、従事者４名のうち２名が

兼業従事者となりますが、勤務前または勤務後の時間や休日等の活用により必要な

農作業に従事する計画であることから、従事日数は十分に確保できると判断しまし

たので問題ありません。第５号は、所有面積が10アール以上となるため、下限面積

の基準を満たしているため問題ありません。第６号は、所有権を有するための売買

であるため該当しません。第７号につきましては、地域の農業者であり、地域と協

力して効率的に営農することとしているため問題ありません。よって、農地法第３

条第２項に定める禁止事項に全て該当しないため、許可できる内容となっておりま

す。 

  10ページには現況図を添付しております。 

  現地確認は10月17日、同様に佐藤安美さん、佐藤幸二さん、畠山利勝さんのそれ

ぞれの委員さんにお願いしておりまして、３者からは申請内容、営農計画に問題な

いとのご意見をいただいております。 

  再び２ページにお戻りを願います。審議番号５、申請人の住所、氏名、譲受人、

※※※※※※※※※※※※、※※※※。譲渡人、※※※※※※※※※※※※、※※

※※※。土地の表示、所在地番は、※※※※※※※※※※※です。地目は田です。

面積は※※※㎡です。耕作者は、※※※※となっております。移転の事由、譲受人

は農業を継承する。譲渡人は、農業後継者へ農地を譲り渡す。契約の内容は贈与で

す。経営の状況は記載のとおりです。 

  次に、11ページをごらん願います。許可基準審査票です。１の当事者の氏名、２

の移転事実関係の内容、３の移動する権利の種類は記載のとおりです。 

  続きまして、農地法第３条第２項の審査内容ですが、第１号につきましては農地

取得後ソバ、豆類の作付を計画しており、いずれも農地として利用することから、

不耕作目的による権利取得に該当しないため問題ありません。第２号は、法人では

ないため該当しません。第３号は、信託の引き受けでないため該当しません。第４

号につきましては、従事者４名のうち２名が兼業従事者となりますが、遠方にいる

ため従事者の制限の休日の活用に必要な農作業に従事する計画であることから、従

事日数は十分に確保できると判断しましたので問題ありません。第５号は、所有面

積が10アール以上となるため、下限面積の基準を満たしているため問題ありません。

第６号は、所有権を有するための売買であるため該当しません。第７号につきまし

ては、地域の農業者であり、地域と協力して効率的に営農することとしているため



問題ありません。よって、農地法第３条第２項に定める禁止事項に全て該当しない

ため、許可できる内容となっております。 

  10ページには現況図を添付しております。 

  現地確認については10月17日に合砂哲夫農業委員と川端光江農地利用最適化推進

委員にお願いして実施しており、両委員から申請内容、営農計画は問題ないとのご

意見を頂戴しております。 

  以上で議案第１号についての説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議 長 事務局の説明が終わりました。 

  次に、現地を確認した推進委員から意見などございませんか。 

 

    （なしの声） 

 

議 長 それでは、これから質疑に入りますが、委員の皆さんに申し上げます。会議

録調製の都合から、発言の際は議席番号を言ってから発言をお願いいたします。 

  続きまして、推進委員に申し上げます。推進委員も現地調査の有無にかかわらず

全ての議案の質疑において発言することができますので、発言の際は座席の名札に

記載されている番号を言ってから発言をお願いします。 

  それでは、質疑を行います。質疑ございませんか。 

  ３番、工藤委員。 

 

３番工藤委員 審議番号１の、親子のような感じがしますけれども、差し支えなけれ

ば、住所が全然違うのだけれども、どういうような感じで贈与やっているか。 

 

議 長 佐々木主査。 

 

佐々木主査 親子関係でございます。※※※※さんのご長男さんが※※※※さんとな

っております。 

  以上です。 

 

３番工藤委員 以上だごったが、何で、親は宮古に暮らしてるっていうこと。 

 

佐々木主査 ご本人さんの都合でそちらのほうにお住まいと伺っていました。 

 

３番工藤委員 はい、よろしいです。 

 

議 長 ほかに質疑ありませんか。 

  ２番、三田地委員。 



 

２番三田地委員 審議番号５番について伺いますが、この受け人は東京の住所になっ

ているんだが、現状はどういう形で農業に現在までというか、これからかかわって

いこうとしているのか伺います。 

 

議 長 佐々木主査。 

 

佐々木主査 まず、※※さんが息子さんのほうに相続のような形になっておりますけ

れども、実態としますとなかなか※※にいて来れない実態となってございます。そ

の中で実際そのご兄弟ほかにもいらっしゃいまして、それで※※に在住のご兄弟が、

あとは※※地域内に同じくご兄弟で娘さんですか、もいらっしゃいます。それらの

方々がそれぞれ耕作に支援というか、従事するというふうに伺って、専従の女性１

名というのが実際安家にいらっしゃる娘さんということになります。 

 

議 長 ほかに質疑ございませんか。 

 

    （なしの声） 

 

議 長 では、質疑を終わります。 

  これから議案第１号を採決いたします。 

  議案第１号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

    （異議なしの声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請については原案のとお

り決定いたしました。 

 

                                       

 

    ◎議案第２号 

 

議 長 次に、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請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。 

 

佐々木事務局長 それでは、議案第２号についてご説明いたします。 



  議案第２号は、農地法第４条の規定による許可申請についてであります。提案し

ております許可申請は、個人住宅の建築によるもの１件であります。 

  詳細につきましては担当がご説明申し上げますので、よろしくご審議をお願いい

たします。 

 

議 長 佐々木主査。 

   

佐々木主査 それでは、ご説明いたします。 

  13ページをお開き願います。議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に

ついて。農地法第４条の規定により下記農地の申請が出たので、審議を求める。平

成30年10月23日提出、岩泉町農業委員会長、合砂哲夫。 

  審議番号１、申請人の住所、氏名、※※※※※※※※※、※※※※※。土地の表

示、所在地番、※※※※※※※※※※、台帳地目、現況地目は畑です。面積は※※

※㎡です。耕作者は、※※※※※となっております。転用の事由は、一般個人住宅

の建築によるもので、永久転用となります。施設の内容は、居宅※※㎡、通路等※

※㎡、合計※※※㎡です。 

  14ページをお開き願います。こちらは許可審査票です。１の申請人から４の転用

目的までは審査票記載のとおりです。５の用地選定の当否ですが、申請地は農業振

興地域ですが、農用地区外であり、周囲は畑、宅地、道路に囲まれ、小集団で生産

力が低い農地と判断されます。したがって、転用による周囲への影響はないと思わ

れることから、基準上問題なしと判断いたしました。６の申請目的の確実性ですが、

同居家族の方が脳梗塞で倒れたことを転機として、今後も在宅生活をするためにバ

リアフリーの住宅を新たに建てようとすることで、今回申請したものでございます。

自己資金については全額自己資金で賄うこととし、金融機関からの残高証明の提出

を確認し、目的実現の確実性はあると判断いたしました。 

  15ページには現況図、16ページには配置図、17ページには平面図をそれぞれ添付

してございます。 

  なお、現地調査は10月15日に三田地泰正農業委員と小野寺則利農地利用最適化推

進委員のご協力で実施いたしました。両委員からは申請内容、営農計画は問題なし

とのご意見を頂戴しております。 

  以上で議案第２号について説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 事務局の説明が終わりました。 

  次に、現地を確認した推進委員から意見などございませんか。 

 

２番三田地委員 願意妥当だと思います。 

  以上です。 

 



議 長 それでは、質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

    （なしの声） 

 

議 長 よろしいですか。 

 

    （はいの声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

  これから議案第２号を採決いたします。 

  議案第２号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

    （異議なしの声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請については原案のとお

り決定いたしました。 

 

                                       

 

    ◎議案第３号 

 

議 長 次に、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請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。 

 

佐々木事務局長 それでは、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請につい

てご説明いたします。 

  提案しております許可申請は、携帯電話無線基地局建設工事に伴う作業場等の一

時転用に関するもの２件となります。 

  詳細につきましては担当がご説明申し上げますので、よろしくご審議をお願いい

たします。 

 

議 長 佐々木主査。 

 

佐々木主査 それでは、ご説明いたします。18ページをお開き願います。 

  議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について。農地法第５条の規定



により下記農地の申請があったので、審議を求める。平成30年10月23日提出、岩泉

町農業委員会長、合砂哲夫。 

  審議番号１、申請人の住所、氏名、譲受人、※※※※※※※※※※※※、※※※

※※※※※※※※※※、※※※※。譲渡人、※※※※※※※※、※※※※。土地の

所在、地番、地目、面積、※※※※※※※※※の一部、畑、※※※㎡のうち※※㎡

です。耕作状況は不耕作です。転用の事由、携帯電話無線基地局建設工事用の作業

場及び資材置き場等用地の一時転用で、事業終了後には農地に復元するものです。

転用期間は、許可日から４カ月です。契約の内容は、使用貸借であります。施設の

内容は、クレーン設置資材置き場等の合計※※㎡です。 

  次に、20ページをごらん願います。許可審査票です。１の申請人から４の転用目

的までは記載のとおりです。申請地は市町村が定める農業振興地域整備計画におい

て農用地等として利用すべき土地として定められた農用地ですが、農業振興地域整

備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと判断される３年以内の一時転用であ

り、許可できるものです。６の申請目的の確実性ですが、工事計画は平成30年12月

から平成31年３月までとなっており、全額自己資金により確保する計画で、金融機

関からの残高証明が添付されており、計画に見合う資金の裏づけがあることから、

確実性はあると判断しました。７の計画面積ですが、施設の配置内容と事業計画書

の内容から転用面積は妥当であると判断しました。８の位置につきましては、周囲

の状況は道路と畑となっておりますが、周辺農地の営農に支障がない計画であるこ

と、携帯電話無線基地局建設予定地の隣接地であることから、位置的な問題はない

と判断しました。被害防除に関しては防護ネットにより仮囲いを行うものであるこ

と、また事業終了後の原状回復措置に関して農地復旧計画書により農地に復元する

予定であることを確認しております。 

  21ページに現況図、22ページに配置図をそれぞれ添付しております。 

  なお、現地調査は10月15日に三田地泰正農業委員と小野寺則利農地利用最適化推

進委員のご協力で実施いたしました。両委員からは申請内容、営農計画は問題なし

との御意見を頂戴しております。 

  恐れ入りますが、19ページにお戻り願います。審議番号２、こちらはさきにご説

明した審議番号１とほぼ同一内容となりますので、一部省略してご説明いたします。 

  申請人の住所、氏名、譲受人は記載のとおりです。譲渡人、※※※※※※※※※

※、※※※※。土地の所在、地番、地目、面積、※※※※※※※※の一部、畑、※

※㎡のうち※※㎡です。耕作状況、転用の事由、契約の内容、施設の内容について

は記載のとおりです。 

  次に、23ページの許可審査票をごらん願います。審議番号１とは面積及び８の位

置以外は共通しておりますので、説明は省略させていただきます。 

  24ページには現況図、25ページには配置図をそれぞれ添付しております。 

  現地調査については同じく10月15日に三田地泰正農業委員と小野寺則農地利用最

適化推進委員にご協力をいただき実施しており、問題なしとのご意見を頂戴してお



ります。 

  以上で議案第３号について説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 事務局の説明が終わりました。 

  次に、現地を確認した推進委員から意見などございませんか。 

  ２番、三田地委員。 

 

２番三田地委員 携帯電話、※※なそうですが、町内外の情報通信に寄与するものと

して了、可としたいと思います。 

 

議 長 それでは質疑を行います。質疑ございませんか。 

  14番、畠山推進委員。 

 

畠山農地利用最適化推進委員 審議番号１、２、両方とも※※なの。 

 

議 長 佐々木主査。 

 

佐々木主査 はい、そのとおり、どちらも※※でございます。 

 

議 長 ほかに質疑ございませんか。 

  ３番、工藤委員。 

 

３番工藤委員 質疑ではないけども、農地に復元とは普通言葉がどこまで復元なんだ

か。結局自分のところだったが牧草地を資材置き場とか塔建てっとこやって、そし

て最後は、結構面積使うからね。最後は確かに復元なんだか、平らにして終わり、

石があろうが、何があろうが関係なく、それから石拾いしたりして、種まいたりし

て復元するけれども、ある程度はやっぱり草地だったら石ぐらい拾うように指導し

ていかないと、復元といってもちょっと雑な復元だったために意見として述べたい

と思います。もしそういう機会があったら、最後きれいにしてけろって一言事務局

で言ってもらえばいいかと思います。 

 

議 長 佐々木主査。 

 

佐々木主査 転用の場合ですと、完了報告のほうが写真添付で義務づけとして報告い

ただいているところなので、そこで確認した時点でやはり指導というところでうち

のほうでも、例えばもともと草地としてるような、その後に利用する予定があらか

じめ決まってるんであればやはり適切に復元するように指導のほうは行っていきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 



 

３番工藤委員 よろしくお願いします。 

 

議 長 ほかに質疑ございませんか。 

 

    （なしの声） 

 

議 長 質疑を終わります。 

  これから議案第３号を採決いたします。 

  議案第３号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

    （異議なしの声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請については原案のとお

り決定いたしました。 

 

                                       

 

    ◎議案第４号 

 

議 長 次に、議案第４号 農用地利用集積計画に係る意見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。 

 

佐々木事務局長 議案第４号 農用地利用集積計画に係る意見決定についてご説明い

たします。 

  提案しております集積計画は、農地中間管理権の取得に伴う利用権の設定に関す

るものでございます。 

  詳細につきましては担当がご説明申し上げますので、よろしくご審議をお願いい

たします。 

 

議 長 三浦主幹。 

 

三浦主幹 26ページをお開きください。議案第４号 農用地利用集積計画に係る意見

決定について。農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定による農用地利用集積

計画を作成するので、当該計画について委員会の意見を求める。平成30年10月23日



提出、岩泉町農業委員会長、合砂哲夫。 

  審議番号１、借り手、盛岡市神明町７番５号、公益社団法人岩手県農業公社理事

長、小原敏文。貸し手、※※※※※※※※※※※、亡※※※※、相続人代表、※※

※※。利用権の設定する土地、※※※※※※※※※、※※※、計２筆です。地目は

両方とも田です。面積は計で※※※㎡です。利用内容は水田を利用、利用権の種類

は賃借権、期間は平成30年12月４日から平成40年12月３日まで。年間賃借料は計で

※※※円です。 

  27ページをお開きください。審議番号２、記載のとおりで、借り手は審議番号１

から８まで全て同一人ですので割愛させていただきます。貸し手、※※※※※※※

※※※※、亡※※※※※、相続人代表、※※※※※。利用権を設定する土地、※※

※※※※※※、※※※※※※、※※※、※※※、計で４筆です。地目は全て田です。

面積は計で※※※㎡です。事業内容は水田として利用、利用権の種類は賃借権です。

期間は、平成30年12月４日から平成35年12月３日までの５年間です。法定相続人全

員から同意を得られなかったことにより、５年を超える契約ができなかったもので

す。年間賃借料は計で※※※※円です。 

  審議番号３、貸し手、※※※※※※※※※※※、※※※※。利用権を設定する土

地、※※※※※※※※、※※※、計で２筆です。地目は田です。面積は計で※※※

㎡です。利用内容は水田として利用する。利用権の種類は賃借権です。期間は平成

30年12月４日から平成40年12月３日まで。年間賃借料は計で※※※円です。 

  28ページをごらんください。審議番号４、貸し手、※※※※※※※※※、※※※

※※。利用権を設定する土地、※※※※※※※※、地目、田、面積※※※㎡です。

利用内容は水田を利用。利用権の種類は賃借権。期間は平成30年12月４日から平成

40年12月３日までです。年間賃借料は※※※円です。 

  審議番号５、貸し手、※※※※※※※※※※、※※※※※。利用権を設定する土

地、※※※※※※※※※※。現況地目は畑です。台帳地目は雑種地になっておりま

す。面積は※※※㎡です。利用内容は普通畑として利用する。利用権の種類は賃借

権。期間は平成30年12月４日から平成40年12月３日まで。年間賃借料は※※円です。 

  29ページをお開きください。審議番号６、貸し手、※※※※※※※※※※※※、

※※※※。利用権を決定する土地、※※※※※※※※※、地目、田、面積※※㎡。

利用内容は水田を利用。利用権の種類は賃借権。期間は平成30年12月４日から平成

40年12月３日まで。年間賃借料は※※円です。 

  審議番号７、貸し手、※※※※※※※※※※※※※、※※※※。利用権を設定す

る土地、※※※※※※※※※※、地目、田、面積は※※㎡、利用内容は水田を利用。

利用権の種類は賃借権。期間は平成30年12月４日から平成40年12月３日まで。年間

賃借料は※※円です。 

  30ページをお開きください。審議番号８、貸し手、※※※※※※※※※※※※※

※※※、亡※※※※、相続人代表、※※※※。利用権を設定する土地、※※※※※

※※※※※※、地目、田、面積※※㎡。利用内容、水田を利用。利用権の種類、賃



借権。期間は平成30年12月４日から平成40年12月３日まで。年間賃借料は※※円で

す。 

  位置図につきましては、32ページから39ページにございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

議 長 事務局の説明が終わりました。 

  それでは、質疑を行います。質疑ございませんか。 

   

    （なしの声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

  これから議案第４号を採決いたします。 

  議案第４号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

    （異議なしの声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号 農用地利用集積計画に係る意見決定については原案のとお

り決定いたしました。 

                                       

 

    ◎議案第５号 

 

議 長 次に、議案第５号 農用地利用配分計画案に係る意見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。 

 

佐々木事務局長 議案第５号 農用地利用配分計画案に係る意見決定についてご説明

いたします。 

  提案しております計画案の配分予定者は、※※※※※さん、※※※※さん、※※

※※さん、※※※さんの４名となっております。 

  詳細につきましては担当がご説明申し上げますので、よろしくご審議をお願いい

たします。 

 

議 長 三浦主幹。 

 

三浦主幹 40ページをお開きください。議案第５号 農用地利用配分計画案に係る意



見決定について。農用地利用配分計画案の作成について、農地中間管理事業の推進

に関する法律第19条第３項の規定により、委員会の意見を求める。平成30年10月23日

提出、岩泉町農業委員会長、合砂哲夫。 

  審議番号１、借り手、※※※※※※※※※、※※※※※。貸し手、盛岡市神明町

７番５号、公益社団法人岩手県農業公社理事長、小原敏文。利用権を設定する土地、

※※※※※※※※※、地目、田、面積※※㎡。利用内容、水田を利用。利用権の種

類、賃借権。期間は平成30年12月４日から平成40年12月３日まで。年間賃借料※※

※円。借受人の農業経営の状況につきましては、ここに記載のとおりです。 

  41ページをお開きください。審議番号２、借り手、※※※※※※※※※、※※※

※。貸し手につきましては、審議番号１番から６まで同一人ですので、割愛させて

いただきます。利用権の設定をする土地、所在地、※※※※※※※※、※※※※※

※、※※※、※※※、計４筆で、地目は全て田です。面積は計で※※※㎡。利用内

容は水田を利用。利用権の種類は賃借権。期間は平成30年12月４日から平成40年12月

３日まで。年間賃借料は計で※※※円です。借受人の農業経営の状況につきまして

は、ここに記載のとおりです。 

  42ページをお開きください。審議番号３、借り手、※※※※※※※※※※※※、

※※※。利用権を設定する土地、所在地、※※※※※※※※※、※※※。地目につ

きましては、※※※が田、※※※が畑になります。面積は計２筆で※※※㎡です。

利用内容は普通畑として利用。利用権の種類は賃借権。期間は平成30年12月４日か

ら平成40年12月３日までです。年間賃借料は計で※※※※円です。借受人の農業経

営の状況などにつきましては、ここに記載のとおりです。 

  43ページをお開きください。審議番号４、借り手、※※※※※※※※※※※です。

審議番号５番についても同じであります。利用権を設定する土地、所在地、※※※

※※※※※※※。※※※※※※※、※※※、※※※。地目は４筆とも田です。面積

は計で※※※㎡。利用内容は水田として利用。利用権の種類は賃借権。期間は平成

30年12月４日から平成35年12月３日までの５年間です。年間賃借料は計で※※※※

円です。借受人の農業経営の状況につきましては、ここに記載のとおりです。 

  46ページをお開きください。審議番号５、借り手につきましては審議番号４と同

じで、※※※※※※※※※※※、※※※※です。利用権を設定する土地は※※※※

※※※※※※※、※※※、地目は２筆とも田です。面積は計で※※※㎡です。利用

内容は水田として利用。利用権の種類は賃借権。期間は平成30年12月４日から平成

40年12月３日まで。年間賃借料は計で※※※円です。借受人の状況につきましては、

先ほどと同じでございます。 

  位置図は、議案第４号と重複するため添付を省略しております。 

  以上でご説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 事務局の説明が終わりました。 

  それでは、質疑を行います。質疑ございませんか。 



 

    （ありませんの声） 

 

議 長 よろしいですか。 

 

    （はいの声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

  これから議案第５号を採決いたします。 

  議案第５号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

    （異議なしの声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

  議案第５号を原案のとおり決定いたしました。 

  これで本総会に付議された案件は全て終了いたしました。 

 

                                       

 

    ◎その他 

 

議 長 次に、その他であります。 

  事務局の説明を求めます。 

  局長。 

 

佐々木事務局長 事務局からですが、次回の総会日程でございます。11月20日火曜日、

午前10時から分庁舎第１会議室で開催を予定しております。よろしくお願いいたし

ます。 

  事務局からは以上でございます。 

 

議 長 委員の皆さんから何かございませんか。 

   

    （ありませんの声） 

 

議 長 それでは、以上をもちまして第16回岩泉町農業委員会総会を閉会いたします。

どうもありがとうございました。 

                               （午前10時51分） 
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