
 

 

 

 

 

 

 

 

第１５回岩泉町農業委員会総会会議録 
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第１５回岩泉町農業委員会総会会議録 

 

日 時 平成３０年９月２０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 農地法の適用外証明願いについて            

      議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について       

      議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請について       

      議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について       

      議案第５号 農用地利用集積計画に係る意見決定について       

      議案第６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（６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     ４番 武田  健 委員 

     ６番 佐藤 安美 委員     ７番 合砂 哲夫 委員 

 

欠席委員（１名） 

     ５番 杉山  晶 委員 

 

出席した農地利用最適化推進委員 

        竹花 和彦 委員        洞口 榮一 委員 

        川端 光江 委員        上川 富久 委員 

 

出席した職員 

    事務局長 佐々木 修 二     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 ただいまから第15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、６番、佐藤安美委員にお願いしたいと思います。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15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。 

  ことしも収穫の秋ということで、何かとお忙しい時期ではございますが、ひとつ

よろしくお願いします。 

  きょうは、議案も１号から６号までということでさまざまありますが、ひとつ皆

さんから御意見をいただいて審議してまいりたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いします。 

 

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と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５番の杉山委員の１名です。ただい

まの出席委員は６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15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４番、武田委員、６番、佐藤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 農地法の適用外証明願い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、農地法の適用外証明願いについてであります。提案しております

許可申請は、被災により現況が原野化しているもの１件でございます。 

  詳細につきましては担当がご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願

いいたします。 

 

議 長 佐々木主査。 

 

佐々木主査 それでは、議案第１号の説明のほうに入らせていただきたいと思います。

１ページをお開き願います。議案第１号 農地法の適用外証明願いについて。下記

土地の証明願いがあったので、審議を求める。平成30年9月20日提出、岩泉町農業委

員会長、合砂哲夫。 

  審議番号１、願出人住所、氏名、※※※※※※※※※※※※※※※。土地の表示、

所在地番、※※※※※※※※※※※※。台帳地目はいずれも田、現況地目は原野で



す。合計面積は※※※です。農地以外の目的に供された時期ですが、平成28年８月

30日、台風10号災害により土砂、流木が堆積したことで原野化、現在に至ったもの

です。現在まで手続を怠っていた事情ですが、台風で被災した住宅の復旧等の対応

に追われ、農地の手続対応がおくれたためによるものです。 

  次に、２ページをお開きください。審議番号１の現地確認書となります。現地確

認は、９月11日に農業委員の三田地泰正委員と農地利用最適化推進委員の小野寺則

利推進委員にお願いして実施しており、５の確認者の意見につきましては、適用外

は相当であるとのご意見を頂戴しております。 

  意見決定の理由といたしましては、現況は原野であり、農地として復元するには

困難と思われるということによるものです。 

  ３ページには位置図、４ページには現地写真をそれぞれ添付しております。 

  以上で議案第１号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など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 この場所は、平成28年の台風10号により被災されたところでありま

して、農地復旧は困難だと認め、やむを得ないということで、願意妥当だと思いま

す。 

 

議 長 それでは、これより質疑に入りますが、委員の皆様に申し上げます。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、全ての案

件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いたします。 

  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 それでは、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 農地法の適用外証明願い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２号についてご説明いたします。 

  議案第２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、農地の使用貸借によるもの２件でございます。 

  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 佐々木主査。 

   

佐々木主査 それでは、ご説明いたします。 

  ５ページをお開き願います。議案第２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９月20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、

※※※※※※※※※※※※※※※。土地の表示、所在地番は※※※※※※※※※※

※※※※※の計２筆です。地目は畑と田で、面積は２筆合計で※※※です。耕作者

は、不耕作となっております。移転の事由は、譲受人は耕作のため農地を借り受け

る。譲渡人は、耕作希望者へ農地を貸し付ける。契約の内容は使用貸借です。経営

の状況は記載のとおりです。 

  次に、６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

はないため該当しません。第４号につきましては、専業従事者１名となりますが、

就労延べ日数153日の野菜を中心とした複数の品目の作付計画を確認しており、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10ａ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。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。 

  ７ページには現況図を添付しております。現地確認は、９月11日に農業委員の三

田地泰正委員と農地利用最適化推進委員の小野寺則利推進委員にお願いして実施し

ており、両者からは申請内容、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２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。 

  ２番、三田地委員。 

 

２番三田地委員 申請書のとおり、非常に若い方から※歳の方に渡すということで、

その営農というか、作目の体系等も記されているようですが、現状とすればなかな

か作業が順調にいかないようで、雑草等が非常に繁茂している状況なので、ひとつ

貸しっ放しでなく、貸した側も時折手伝うように、努めるようにひとつ指導をお願

いします。異議なし。 

 

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 質疑を終わります。 

  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３号 

 



議 長 次に、議案第３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。 

 

佐々木事務局長 それでは、議案第３号 農地法第４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、県の河川改修工事に伴う代替

地へ一般個人住宅を建築することを目的とした永久転用に関するもの１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。先に概要としてご説明しますけれども、

今回４条の申請と、次の案件でございます５条の最初の案件は一体的なものではご

ざいます。ですが、条例の部分でそれぞれの説明をさせていただきますので、ご了

解をお願いいたします。 

  ８ページをお開き願います。議案第３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、下記農地の申請があったので、審議を求める。

平成30年９月20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、地目及び面積は、※※※※※※※※※※※、台帳地目、畑、

現況地目、畑※※※のうち※※※です。耕作の状況は不耕作の状況です。転用の事

由は、一般個人住宅の建築による永久転用となります。次の施設の内訳についてで

すが、次に審議予定の議案第４号、審議番号１の農地と２筆に１棟を建築予定とし

ており、居宅が※※※※と駐車場、庭等が※※※※の合計※※※※です。 

  ９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

興地域内にあり、また※※※※から300ｍ以内に位置するため第３種農地となりま

す。第３種農地は、農業上の利用の確保の必要性が低いとして、原則、農地の転用

は許可されることとなっております。また、申請地の周辺は宅地化が進んでおり、

転用による周囲への影響はないと思われることから、基準上問題ないと判断しまし

た。６の申請目的の確実性ですが、岩手県の河川改修工事に伴い、現在の住居から

移転する必要があり、岩手県との協議を進め、代替地として当該農地と隣接農地の

２筆に宅地１棟を建設するものです。申請に当たり、土地売買契約書及び物件移転

補償契約書の写しの提出、また自己資金に関しては金融機関からの残高証明書が添

付されておりますことから、目的実現の確実性はあると判断いたしました。 

  10ページには現況図、11ページには配置図、12ページには平面図をそれぞれ添付



しております。なお、現地調査は９月11日に、農業委員の合砂哲夫委員と農地利用

最適化推進委員の川端光江推進委員にお願いして実施いたしました。両委員からは

計画内容から見て、転用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３号について説明を終わります。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、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４号 

 

議 長 次に、議案第４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４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、一般個人住宅の建築を目的とした永久転用に関す

るもの１件、工事に伴う仮設事務所等の一時転用に関するもの１件、漁業者の駐車

場等の利用を目的とした永久転用に関するもの１件、ヘリポート及び資材置き場の

ための一時転用に関するもの１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、よろしくご審議のほどお願

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４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９月20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、※※※※※※※※※※※※※※。土地の表示、所在地番、地目及び面

積は、※※※※※※※※※※の１筆です。台帳地目、現況地目ともに畑、面積は※

※※※のうち※※※です。耕作状況は不耕作です。転用の事由ですが、一般個人住

宅建築のための永久転用です。契約の内容は売買によるものです。施設の内容です

が、居宅が※※※※、駐車場、庭等が※※※※の合計※※※※です。 

  15ページをお開き願います。審議番号１の許可審査票です。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。 

  以下あとは先ほどご説明申し上げました議案第３号の部分と重複する部分がござ

いまして、以下は省略とさせていただきます。現地確認については、同じく９月11日

に実施して、転用の問題なしとご意見を頂戴しているところでございます。 

  添付図面につきましては、共通にはなりますけれども、10ページに現況図、11ペ

ージに配置図、12ページに平面図としております。以上です。 

  次に、審議番号２をご説明いたします。13ページをお開き願います。 

  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、※※※※※※※※※※※※※です。現況地目は畑、面積は※※※のうち※※※

※です。耕作状況は不耕作です。転用の事由は、岩手県発注工事である※※※※※

※※地区ほか河川災害復旧助成工事に伴う仮設事務所、駐車場、資材置き場のため

の一時転用です。事業終了後は農地に復元するもので、期間は許可の日から平成31年

５月までとなっております。契約の内容は賃貸借です。施設の内容は、仮設事務所

※※、資材置き場、駐車場等※※※の合計※※※です。 

  16ページをお開き願います。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。５の用地選定の当否ですが、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。また、近接地において護岸工事

が行われることから、作業効率がよく適地であることから、代替地はないと判断し

ました。６の申請目的の確実性ですが、工期は平成30年11月から平成31年10月まで

となっており、譲受人が工事を受注し、工事請負契約を締結していること、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書が添付されており、計画

に見合う資金の裏づけがあることから、目的実現の確実性は高いと判断しました。

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鉄道用地

となっており、周辺農地の営農に支障がない計画であることから、位置的な問題は

ないと判断しました。 

  17ページに現況図、18ページに配置図をそれぞれ添付しております。 

  なお、現地確認は９月11日に農業委員の三田地泰正委員と農地利用最適化推進委

員の小野寺則利推進委員にお願いして実施しており、両者からは計画内容から見て、

一時転用は問題なしとの御意見を頂戴しております。 

  次に、審議番号３をご説明いたします。お手数ですが、14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、

※※※※※※※※※※です。現況地目は雑種地、面積は※※※です。耕作状況は不

耕作です。転用の事由は、近接にある漁業用倉庫の駐車場及び作業場として永久転

用するものです。契約の事由は、売買によるものです。施設の内容ですが、駐車場、

作業場として面積が※※※です。 

  次に、19ページをお開き願います。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。５の用地選定の当否ですが、申請地は都市計画区域内

にあり、第２種農地となります。申請地の周辺は畑、道路、宅地であり、転用によ

る周囲への影響はないと思われることから、基準上問題ないと判断しました。６の

申請目的の確実性ですが、譲受人は、※※※※※※※計画としております。事業に

要する費用は、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書が

添付されており、水路等の管理を行っている※※※※※※からの同意を得ているこ

とから、目的実現の確実性は高いと判断しました。次に、７番の計画面積ですが、

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、周囲の状況は宅地と道路であることから、位置的な問題

はないと判断しました。 

  20ページには現況図、21ページには配置図をそれぞれ添付しております。 

  なお、現地調査につきましては、９月12日に農地利用最適化推進委員の洞口榮一

委員と竹花和彦委員にお願いしまして実施いたしました。両委員からは、計画内容

から見て転用は問題なしとのご意見を頂戴しております。 



  次に、審議番号４をご説明いたします。お手数ですが、14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、※※※※※※※です。現況地目は牧場、面積

は※※※のうち※※です。耕作状況は牛の放牧地として利用されております。転用

の事由は、風況観測塔設置工事に伴うヘリコプターによる資材運搬を目的として一

時転用するものです。契約の事由は、使用貸借によるものです。施設の内容ですが、

ヘリポート※※※です。 

  次に、22ページをお開き願います。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。５の用地選定の当否ですが、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、譲受

人は、※※※※※※※※※※※※※※※が風力発電事業を実施するため、事前調査

として風況観測塔を設置する計画としております。事業に要する経費は、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書が添付されていることから

目的実現の確実性は高いと判断しました。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、周囲の状況は宅地と道路、山林であることから、位置的な問題はないと判

断しました。 

  22ページには現況図、23ページには配置図をそれぞれ添付しております。 

  なお、現地調査につきましては、９月12日に農業委員の工藤幸雄委員と農地利用

最適化推進委員の上川富久推進委員にお願いしまして実施いたしました。両委員か

らは計画内容から見て、転用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４号について説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議 長 審議番号４の地目の牧場というのはいいの。 

 

佐々木主査 はい、そうです。 

 

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 それでは質疑を行います。質疑ございませんか。 

  ２番、三田地委員。 



 

２番三田地委員 発電業ということだが、将来的には、今調査の段階でいいかと思う

のだが、将来的にはどういう発電規模というか、風力発電の設置まで条件が合えば

いくような見通しなのか、もしわかれば将来どのようなものになるか、事業者が。

そこのところを聞きたいな。 

 

議 長 佐々木主査。 

 

佐々木主査 まず、会社の概要の部分から触れて、最終的にいつからの実施になるか

というところまでのお話でよろしかったでしょうか。 

 

２番三田地委員 はい。 

 

佐々木主査 まず、この会社は※※※※※※※と読むらしいですけれども、この※※

※※※※※※※※さんは、この岩泉の※※※の風力発電所のために設立された専用

の会社ということでございます。こちらなのですけれども、運転開始後は、会社と

しては岩泉町内に拠点を会社として置かれる予定としているということで伺ってお

ります。 

  発電所の事業計画の概要ですけれども、運転の開始時期については2023年の６月

の予定ということで伺っております。予想される発電電力量につきましては、量的

なお話をすると１億3,200万キロワットが年間の電力量でありますけれども、どれぐ

らいの世帯数に行きわたるかという目安でありますけれども、平均的家庭で３万

6,000世帯の使用量に相当するというふうに伺っておりますので、相当量の電力が賄

われる見込みということでございます。 

  以上です。 

 

議 長 局長、何かありますか。 

 

佐々木事務局長 場所でございますけれども、イメージとして町道※※※を※※※に

越える峠の筋から北側のほうの※※※方面の峰と、あとは※※※の峰側のほうの南

側の峰のほうに設置予定ということで、町の放牧地が南のほうにございますが、そ

ちらを通過して国有林内のほうに設置予定ということで、北と南合わせて23から

24基設置という計画になっているようでございます。 

 

議 長 そのほか質疑ございませんか。よろしいですか。 

 

    （なしの声） 

 



議 長 質疑を終わります。 

  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５号 

 

議 長 次に、議案第５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 それでは、議案第５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 議案第５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９月20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、※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※。利用権の設定する土地、※※※※※※※※※、地目は田、面積が※※※、※※

※※※※、地目、田、面積※※※、計、約※※※※です。利用内容は、水田として

利用、利用権の設定は賃借権、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※※※です。なお、手数料は毎年10月20日に支払う賃料から差



し引きされて振り込みするような形になります。位置図は28ページにございます。 

  次に、審議番号２で、借り手は審議番号１と同じですので、省略します。貸し手、

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ほか２名。共有者

は、ここに記載のとおり長女と長男の３人の共有です。利用権を設定する土地、※

※※※※※※※※※、地目が田、面積が※※※、※※※※※※、田※※※、同じく

※※※、田※※※、計３筆で※※※です。事業内容は、水田として利用でございま

す。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

までです。年間賃借料は、計で※※※です。これも同じく審議番号１と同じ手数料

は１％です。 

  次に27ページをお開きください。審議番号３、借り手は審議番号１と２と同じで

ございます。貸し手、※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※。利用権

の設定する土地、※※※※※※※、地目が田、面積が※※※で、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※※※です。これも手数料は毎年１％公社のほうに支

払うことになります。位置図は30ページのとおりです。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

 

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。よろしいですか。 

   

    （なしの声） 

 

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。 

  よって、議案第５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６号 

 

議 長 次に、議案第６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 それでは、議案第６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２名は、※※※※※※さんと※※※※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 31ページをお開きください。議案第６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９月20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、※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※計５筆で※※※。地目は５筆

とも田です。利用内容は、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40年12月３日まで。年間賃借料は、計で※※※※です。

これも手数料につきましては、公社のほうで１％を借り手から賃借料に足して支払

うような格好になります。 

  32ページをお開きください。審議番号２、借り手、※※※※※※※※※※。貸し

手は、審議番号１番の岩手県農業公社です。利用権の設定をする土地、※※※※※

※※※※、地目、田。面積※※※※。利用内容は水田として使用。利用権の種類、

賃借権。期間、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※※※

※です。手数料は１％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。 

  審議番号３、借り手、※※※※※※※※※、審議番号１と同じです。貸し手につ

きましても、審議番号１と２と同じです。利用権を設定する土地、※※※※※※※

※。地目は田。面積※※※。利用内容、水田として利用。利用権の種類、賃借権。

期間は、平成30年12月４日から平成39年12月24日までです。年間賃借料は※※※で

す。この審議番号３につきましては、借り入れが平成29年度だったので、手数料は

免除になります。 

  審議番号３につきましては、昨年の12月に借りたのですが、未配分になった分で

ございます。 

  審議番号３の位置図につきましては、33ページのとおりでございます。 

  以上でご説明を終わります。 



 

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。よろしいですか。 

 

    （なしの声） 

 

議 長 それでは、質疑を行います。質疑ございませんか。 

  ２番、三田地委員。 

 

２番三田地委員 この審議番号２番と３番は確かに水田として利用されるかと思うの

で、いわゆるバインダーとか田植機持っているのだが、１番については水田として

利用する割には一つもバインダーがないのだが、これは本当に水田として利用する

のかという疑問があるためにお伺いします。実態はどうなのでしょうか。 

 

議 長 三浦主幹。 

 

三浦主幹 前もございましたが、あくまでも土地に係る分ですので、地目として、田

として借りるということで、実際に公社から借りるときは、田であれば田で借りる

ものですから、こういう表示になっております。 

 

議 長 三田地委員。 

 

２番三田地委員 それで、言葉なだよね、これは、使用目的が。２番と３番はいいこ

とだ、機械もあるし。ところが、誰が見てもこの譲受人は、誰が見てもと言えば失

礼だが、我々の知っている範囲では恐らく酪農に使うのではないかという感じがす

るわけ。そうなった場合に、ちょっとしたことなのだよ、水田として利用するので

はなくて、水田を利用ということにすれば何に使ってもいいわけだ。「水田として」

といえば、もう決まっているわけだ、あくまでも水田として利用すると。私はそう

いう判断だ。そんな決まったことで、もし水田に使わない、牧草とかに使ったとき

に農業委員会は何を許可したということで、我々の責任も問われる感じがするわけ

で、やっぱりここのところは正直に、このとおり使わないのであれば、現状で許可

するのはわかっている。「水田を利用」というふうに直したら、そのほうが通りが

いいような感じがするのだが。ちょっとしたことなのだ。「水田として」だったら、

どこまでも水田として使うことで許可することになる。そうでなくて、「水田を利

用」にすれば何に使ってもいいわけ、俺はそういう判断だ。 

 

議 長 国の事業ですね。水田利用再編…… 

 



２番三田地委員 それはつくる、田んぼでなくて、もう水田できている。 

 

議 長 転作の関係も全部水田利用再編…… 

 

２番三田地委員 だから、水田を利用すればいいわけで、「水田として」というのが

余計だと思う。言葉が。 

 

議 長 局長。 

 

佐々木事務局長 委員のご指摘のとおりかなとは思います。「水田として」というよ

り、広い意味で水田転作も含む意味として、水田としてというような解釈をしてい

ただければ、転作利用を含むという形で。 

 

２番三田地委員 誤解を招いた。いずれ、これでは農業委員として納得できない。使

うのは大体わかるような気がする。田んぼとして使わないのに、水田として利用す

るのさ、この総会で審議して許可出すというのは、俺はそれではとても納得できな

い、反対だ。 

 

議 長 転作も水田利用だそうです。 

 

２番三田地委員 いやいや、それはわかっているけれども、ただ「水田として利用す

る」という言葉がひっかかる。これは限定なわけだ、水田として利用するのだよと、

使用目的が。 

 

議 長 転作も水田だと。 

 

２番三田地委員 だから、「水田を利用」でいい、田んぼを利用するということだ。

「として」というのが俺はひっかかるという意味だ。 

 

議 長 水田というのは、あくまでも米をつくるのだけではないということです。 

 

２番三田地委員 そうだけれども、受ける人がそうだとしても、大体機械もないし、

何もない、委託するのか、それはわからないのだ。そうだけれども、見えているわ

けだ。中身聞いて審議しているのだもの。いいかということにはいかないと思う。

俺は、それでは反対だ。不相当だ。 

 

佐々木事務局長 「水田を利用」でよければ訂正したいと思います。 

 



議 長 その他の方、ご意見ございませんか。 

  ６番。 

 

６番佐藤委員 私も三田地さんが指摘することで、何かそっちのほうが通りがいいよ

うな気はします。 

  以上です。 

 

議 長 工藤委員。 

 

３番工藤委員 その文言、今三田地委員一生懸命言っている、この文言を「水田を利

用」という、これ書けばまずいの。まずくなかったら、そうしてしまえばすんなり

通ると思うね。 

 

６番佐藤委員 「として」が、やっぱり何かひっかかるね。 

 

３番工藤委員 うん、そういう感じ。 

 

２番三田地委員 限定しているもの。 

 

３番工藤委員 限定だね。 

 

２番三田地委員 いずれ田んぼを利用すると、「を」にすればいいことなので、あと

は…… 

 

議 長 ただ、２番も３番も米だかどうだかわからない。 

 

２番三田地委員 農業経営の状態を見たときに、やったと思う農業機械があるわけだ、

田植機だとか。それはわからないと思うのだけれども、機械があれば、まあ、いい

かなという感じがするわけだ。それで、そんなに２番も３番もどうかなと、恐らく

会長が言うとおり、米はちょっと見切りをつけたような話もして、もう和牛でいく

のだということだっけから、恐らくもうとは思うが、それはわからない。そうなっ

た場合、やっぱり「水田として」ではなくて、「水田を利用」としたほうがすごく

通りが、使い勝手がいいのではないかなという私の意見だった。もしできるのであ

れば、指導をどこかから聞いて、俺が言うのが無理だったらば、俺はこのままでも

いいけれども、先見た中で、やりもしないのをここで審議して、私は農業委員とし

て非常にそこまで責任を持てないのさ。今直すのが難しければ、検討してもらって

もいいが。 

 



議 長 それでは、委員の提案のとおり、水田を利用するという利用内容、とにかく

また出てきますけれども、「水田を利用する」ということで訂正しておきたいと思

います。 

  そのほか何か質疑ございませんか。 

 

    （なしの声） 

 

議 長 それでは、質疑を終わります。 

  この利用内容については、「水田を利用する」ということで訂正いたしまして、

採決いたしたいと思います。 

  これから議案第６号を採決いたします。 

  議案第６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６号 農用地利用配分計画案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。 

  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。 

 

佐々木事務局長 事務局からでございますけれども、次回の総会日程でございます。

10月23日、火曜日、午前10時からこの会議室で開催を予定してございます。よろし

くお願いいたします。 

  以上でございます。 

 

議 長 事務局からは以上でありますが、委員の皆さんから何かございませんか。 

  ６番、佐藤委員。 

 

６番佐藤委員 台風災害の復旧が、農地等かなりおくれているわけですけれども、そ

の地区名を言っていいのかどうか、※※※の場所なのですけれども、もともと田ん

ぼのところを今かなり、余り大きくない田んぼでも残土を入れて平らにするのかな、



１枚にするのかな、どうだかわかりませんが、まだ終わらないで始めていましたけ

れども、果たしてそこは何になるところだなと思って、田んぼにするところなのか、

どうなんだと思って通って見ているのですけれども、その辺は何か入ってきていま

すか。 

 

２番三田地委員 これ住宅だっけか。 

 

６番佐藤委員 それの違うやつ。それの河川側のほう、上流というか。 

 

議 長 田んぼにすると私は聞いております、※※※さんと３人ぐらいの。 

 

６番佐藤委員 うん、多分１人ではないな。 

 

議 長 ※※※さんのほうが担当している復旧のほうです。田んぼにするという話で

す。 

 

６番佐藤委員 田んぼにするの、あれ。 

 

議 長 そういう話です。私も不思議に思って、残土捨て場であればいろいろ問題あ

るのかなと思って聞いたら、田んぼにするということです。 

 

６番佐藤委員 そうですか。 

 

議 長 はい。 

 

佐々木主査 去年の時点で残土の届け出が出ておりました。先ほど会長がおっしゃっ

たように、最終的には復旧、もとに戻すという話で伺っておりました。 

 

６番佐藤委員 わかりました。 

 

議 長 そのほかございませんか。 

 

    （なしの声） 

 

議 長 以上、皆さんからなければ、第15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11時03分） 
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