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第 14回  久慈市農業委員会議  

 

１  日   時  令和２年４月 21日（火）  13時 30分～  

 

 

２  場   所  市役所車庫棟３階会議室  

 

 

３  付議事件  

(1)  農地法第３条の規定による許可について 

 (2)  農地法第５条の規定による許可について 

(3)  農地法の適用外証明願いについて 

 

 

４ 報告事項 

 (1) 農地改良等届出書の提出について 

(2) 農地法第３条の３の届出書の提出について 

(3)  会務報告 

(4)  その他 

 

 

５  出席者   委員 25名  (別添名簿のとおり ) 

事務局  事務局長   五 日 市 清 樹 

係   長   鶴 飼 勝 浩 

主   査   野  田  祥 紀 
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第 14回  農 業 委 員 会 議 出 席 者 名 簿  

 

出席…○  

 

 

 

 

 

 

 

 

農 業 委 員 
 

推 進 委 員 

議席  氏         名  出席  
 

地区  氏         名  出席  

１ 鹿 糠   勇 ○  久慈 間   健 倫 〇 

２ 木 村 晴 子 ○  久慈 城 内 仲 悦 ○ 

３ 柿 木 敏由貴   小久慈 岸 里 卓 見 ○ 

４ 宇 部 文 人 ○  長内 岩 﨑 壽 吉 ○ 

５ 田 村 英 寛 ○  大川目 切 金 伸 広  

６ 水 上   茂 ○  夏井 田 村 芳 明  

７ 大鹿糠 正 行 ○  宇部 大 﨑 惠 作 ○ 

８ 野 場 まさ子 ○  侍浜 桑 田 孝 一  

９ 中 塚 義 弘 ○  山根 松野下 冨 則 〇 

10 小 倉   明 ○  山形 大 上 和 義  

11 高 倉 道 夫 ○  山形 長 内 廣 一  

12 夏 井 俊 勝 ○  山形 下 舘   靖 ○  

13 米 澤  豊 ○  山形 内久保 宏 明 〇  

14 中屋敷 福 男 ○  山形 下 舘 定 一 ○  

15 宇 部   繁 ○  山形 類 瀬 徳 美 ○  
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開会  13時 30分  

事務局長  みな さん こん にち は。 定刻 にな りま した ので 、は じめ さ

せて いた だき ます 。会 議に 先立 ちま して ４月 より 農業 委員

会 事 務 局 に 移 動 し て き た 職 員 の 紹 介 を さ せ て い た だ き ま

す。まず、野田祥紀主査でございます。（挨拶）  

次に事務補助の、木澤畑めぐみさんです。（挨拶）  

只今 から 令和 ２年 度第 14回 久慈 市農 業委 員会 議を 開会 い

たし ます 。開 会に あた りま して 、 宇 部会 長よ りご 挨拶 をお

願いいたします。  

 

会長  皆さんご苦労様でございます。コロナウイルスの 関係で、

皆 さ ん に マ ス ク を し て い た だ い て の ご 案 内 と い た し ま し

た。 皆さ んマ スク を着 用し てい ただ きあ りが とう ござ いま

す。 先ほ ど、 職員 の紹 介を いた しま した が、 送別 会や 歓迎

会も 出来 ない 状況 です ので 、改 めて 皆さ んと 集ま れる 時期

がきましたらと思います。  

まず 、農 業会 議が 毎月 あり ます が、 総会 は開 催し なけ れ

ばな らな いと いう こと で学 校方 式で の配 置で 考慮 し本 日に

至り ます 。今 後の 状況 が終 息し てい く事 を期 待し なが ら、

挨拶を終わりたいと思います。  

 

事務局長  本日の欠席通告委員を報告いたします。  

３番 柿木 敏由 貴委 員、 切金 伸広 推進 委員 、田 村芳 明推 進

委員 、桑 田孝 一推 進委 員、 大上 和義 推進 委員 、長 内廣 一推

進委員より欠席通告がありましたのでご報告いたします。  

それ では 、久 慈市 農業 委員 会会 議規 則第 ７条 の規 定に よ

り、 議長 は会 長が 務め るこ とに なっ てお りま すの で、 以降

の議事については宇部会長にお願いいたします。  

 

会長  それではこれより議事に入ります。  

まず は議 事録 署名 委員 、お よび 会議 書記 の指 名を 行い ま

す。 久慈 市農 業委 員会 会議 規則 第 10条の 規定 によ り議 事録
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署名 委員 及び 書記 を 、 当職 から 指名 させ てい ただ くこ とに

ご異議ございませんか。  

（「異議無し」の声）  

それ では 、ご 異議 無し と認 め、 議事 録署 名委 員に 13番 米

澤豊 委員 、 14番中 屋敷 福男 委員 を、 書記 には 事務 局職 員の

鶴飼 係長 を指 名い たし ます 。 そ れで は議 案第 １号 、農 地法

第３ 条の 規定 によ る許 可に つい て を 議題 とい たし ます 。事

務局より議案の説明を願います。  

 

野田主査  １ペ ージ をお 開き 願い ます 。議 案第 １号 、農 地法 第３ 条

の規定による許可についてご説明いたします。  

（以降議案書朗読説明）  

 

会長  事務 局の 説明 が終 わり まし た 。 次に 現地 調査 員か らの 報

告を お願 いし ます 。 付 議番 号１ 番に つい て、 小倉 委員 さん

お願いします。  

 

小倉委員 16日に切 金委 員、 事務 局の ３名 と現 地を 確認 して おり ま

すの でご 報告 いた しま す。 付議 番号 ２番 につ いて は、 ○○

久慈 より 北側 、約 150ｍ 方向 にあ る ので すが 、現 地は 6年前

に基 盤整 備を した 場所 にな り、 基盤 整備 には かか らな い場

所ということでしたが、現在まで耕作作業もされておらず、

環境 は酷 い状 況で あり まし た。 譲受 人は 、農 地と して 新た

に耕 作作 業を して いく との こと で安 心し てお り 、 公務 員と

いう こと もあ り農 地を 持っ てい ない です から 小久 慈町 も合

わせて自家消費用で作付けしたいとのことです。以上です。 

 

会長 あり がと うご ざい ます 。次 に付 議番 号１ につ いて 、米 澤

委員さんにお願いします。  

 

米澤委員 付議 番号 １番 につ いて 、事 務局 ３名 と私 、岸 里卓 見推 進

委員 で現 地確 認を して きた ので ご報 告い たし ます 。 場 所に

つき まし ては 、県 道 〇 号線 泉○ ○線 沿い で△ △ 小 学校 から
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300ｍの場所にあり、現在は整備管理されており、申請地も

栽培 する にあ たり 可能 とみ てい ます 。自 家消 費用 との こと

であ り、 付議 番号 ２と 合わ せて 問題 ない 規模 だと 認識 して

おりますので、ご審議の程よろしくお願いいたします。  

 

会長 あり がと うご ざい ます 。 付 議番 号１ と２ につ いて 、事 務

局の 説明 と現 地調 査員 から の報 告が 終わ りま した 。質 疑を

許します。  

（「無し」の声）  

質疑 を打 ち切 り採 決い たし ます 。議 案第 １号 、農 地法 第

３条 の規 定に よる 許可 につ いて は、 原案 のと おり 決す るこ

とにご異議ございませんか 。  

（「異議無し」の声）  

ご異 議無 しと 認め 、付 議番 号 １ ～２ 番は 原案 のと おり 決

しました。  

続いて議案第２号 、農地法第 5条の規定による許可につい

てを議題といたします。  

それでは野田主査、説明を願います。  

 

野田主査 ４ページをお開き願います 。  

議案 第２ 号農 地法 第５ 条の 規定 によ る許 可に つい てご 説

明いたします。  

（以降議案書朗読説明）  

 

会長  付議 番号 １に つい て、 現地 調査 員の 下舘 定一 推進 委員 か

らのご説明を願います 。  

 

下舘定一  

推進委員  

ご説 明い たし ます 。中 屋敷 福男 委員 、事 務局 ３名 と私 と

現地 調査 に行 って まい りま した 。大 変、 説明 しに くい 場所

では あり ます が、 先ほ ど事 務局 の方 から ご説 明が あっ たと

おり 、叔 父か らの 贈与 との こと で 自 宅を 建築 する と あ り、

図面 を確 認し てい ただ いて いる よう に土 地の 面積 は十 分あ

るか とは 思い ます が、 道路 に半 分使 われ てい る状 態で す。

現時 点で は、 問題 はな いか とは 思わ れま す。 ご審 議の ほう
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よろしくお願いいたします。  

 

会長  議案 第２ 号に つい て、 事務 局と 現地 調査 員の 報告 が終 わ

りました。質疑を許します。  

（「無し」の声）  

質疑 を打 ち切 り、 採決 とい たし ます 。議 案第 ２号 、農 地

法第 ５条 の規 定に よる 許可 につ いて は、 原案 のと おり 決す

ることにご異議ございませんか 。  

（「異議無し」の声）  

ご異 議無 しと 認め 、議 案第 ２号 は原 案の とお り決 しま し

た。  

続き まし て、 議案 第 ３ 号農 地法 の適 用外 証明 願い につ い

て、野田主査お願いいたします。  

 

野田主査 ６ページをお開き願います。  

議案 第３ 号、 農地 法の 適用 外証 明書 願い につ いて ご説 明

いたします。  

（以降議案書朗読説明）  

 

会長  続き まし て、 現地 調査 員の 下館 定一 推進 委員 から ご説 明

お願いいたします。  

 

下舘定一  

推進委員  

 中 屋敷 福男 委員 、事 務局 の ３ 名と 私で 現地 調査 に行 って

まい りま した 。市 営住 宅○ ○ 団 地の 側に ある 場所 です 。 41

年６ 月に 宅地 に地 目変 更を した 際に 、宅 地に なっ て い ると

思い 庭地 とし て利 用し 、売 買す るに あた り 気 がつ いた とい

う状 態で あり ます 。年 月も 54年 と経 って おり 、や むを 得な

いと思っております。以上でございます。  

 

会長   あ りが とう ござ いま した 。議 案第 ３号 につ いて 、現 地

調査員と事務局の 報告が終わりました。質疑を許します。  

（「異議無し」の声）  

質疑 を打 ち切 り採 決い たし ます 。議 案第 ３ 号 農地 法の 適
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用外 証明 願い につ いて は、 原案 のと おり 決す るこ とに ご異

議ございませんか 。  

（「異議無し」の声）  

ご異 議無 しと 認め 、議 案第 ３号 は原 案の とお り決 しま し

た。  

 

会長  続き まし て、 報告 事項 （１ ）農 地改 良等 届出 書の 提出 に

ついて、議題といたします。  

野田主査、よろしくお願いいたします。  

 

野田主査   ８ページをお開き願います。  

報告 事項 （１ ）、 農地 改良 等届 出書 の提 出が あり まし た

のでご報告いたします。  

（以降、報告事項の朗読説明）  

 

会長  事務局の報告が終わりました。質疑等はありますか。  
 

鹿糠農業委員  質 問し ます 。こ の場 所の 完成 予定 日が ４月 30日 にな って

いま すが 、現 在盛 土が 崩壊 し手 を付 けて いな い状 態で す が

間に 合う ので すか 。完 了予 定日 はこ のま まで はい けな いの

ではないですか。  

 

野田主査  申請 者に 、完 了予 定日 の確 認を して 速や かに 修正 して 報

告、提出したいと思います。  

 

会長  それ では 、報 告事 項で あり ます が、 野田 主査 から 説明 が

あっ たと おり 完了 予定 日を 速や か確 認し ご報 告し たい と思

います。  

次に 報告 事項 （ ２ ）農 地法 第３ 条の ３第 １項 の届 出の 提

出について、議題といたします。野田主査、説明願い ます。 

 

野田主査   10ページをお開き願います。  

報告 事項 （２ ）農 地法 第３ 条の ３第 １項 の規 定に よる 届出
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書の提出がありましたのでご報告いたします。  

 （以降、報告事項朗読説明）  

 

会長  質疑等ございませんか。  

（「無し」の声）  

質疑を打ち切ります。報告事項ですので 次に進ませていた

だきます。  

報告 事項 （３ ）会 務報 告に つい て、 五日 市事 務局 長お 願

いいたします。  

 

事務局長  11ページをお開き願います。  

私のほうからは、前回の農業委員会議以降の会務報告 を

させていただきます。 ４月 15日第 49回岩手県農業会議常設

審議委員会、会長と事務局が出席しております。 ４月 16

日、農地法第３条、第５条、適用外証明に関わる現地調査

を小倉農業委員、米澤農業委員、中屋敷農業委員、切金推

進委員、岸里推進委員、下舘推進委員に出席いただき調査

したところであります。  

 ４月 21日、本日の第 14回久慈市農業委員会議となってお

ります。来月の農業委員会議の予定は、 ５月 21日、木曜

日、 13時 30分から大会議室で予定しておりますので、よろ

しくお願いします。  

以上で報告事項（ ３）を終わります。  

 

会長  何か皆さんからございませんか。  

無い よう であ りま すの で、 会務 報告 を終 わら せて いた だ

きます。  

最後に（４）その他ですが、皆さんからございませんか 。 

（城内推進委員が挙手）  

 

城 内 推 進 委 員  先月 の農 業委 員会 総会 で、 種苗 法の 改定 の件 で請 願に つ

いて ご協 力い ただ きま した 。 そ こで 、意 見書 を提 出す ると

いう こと で進 めて いた ので すが 、平 成 28年度 の農 業委 員会

法の改正で、以前は農業委員会は公選制だったわけですが 、
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推薦 制に なっ た時 点で 建議 や要 望も 出来 なく なっ てし まっ

たと いう こと です 。久 慈市 の議 会に 要望 をし て、 採択 をし

てい ただ いた 後に 、地 方自 治法 第 99条の 規定 に基 づい て政

府に 意見 書を 提出 する とい う仕 組み でし か意 見書 を提 出で

きな いと いう こと がわ かり まし たの で、 先般 の意 見書 につ

いて は提 出で きな かっ たと いう こと でご 報告 させ てい ただ

きます。  

ただ 、署 名い ただ いた もの につ いて は、 国会 の方 に届 け

てありますのでよろしくお願いします。  

併せ て勉 強し たの です が、 現代 農業 の１ ・２ 月号 に種 苗

法の 改定 に異 議が ある とい った 一 連 の記 事が 載っ てい まし

た。結局、種苗法の改定後に許可制度が生まれてしまって、

農家 が種 子を 更新 する にあ たっ て 許 諾料 を払 わな けれ ばな

らな くな り、 それ が 高 額に なっ てし まい 農家 が払 えな いこ

とに なっ てし まう とい った こと が危 惧さ れて いる 、と いっ

た内容でしたので ご報告させていただきます。  

なお 、次 回か らは いろ いろ 議論 をし なが ら、 地方 自治 法

第 99条に よる 意見 書を 国に あげ てい く方 法 が ある よう です

ので 、今 後は その よう にし たい とお もい ます 。 前 回の 会議

では大変失礼いたしました。  

 

会長  その他で、皆さんのほうからありますでしょうか  

（夏井委員が挙手）  

夏井委員、お願いします。  

 

夏井委員  農業 会議 通信 を拝 見し てい ます が、 農業 者年 金加 入推 進

ニュ ース いう 記事 があ りま して 、新 規で の農 業者 年金 加入

推進 の目 標達 成し た農 業委 員会 に久 慈市 農業 委員 会も 含ま

れて おり まし た。 それ にあ たり 、久 慈市 の新 規で の総 加入

者の 目標 数等 の詳 細を 具体 的に 詳し く報 告し てい ただ けれ

ばと思います。  

 

野田主査 

 

 農 業者 年金 加入 推進 の新 規加 入者 につ いて です が、 特定

のお 名前 等は 、こ の場 では 控え させ て頂 きす ので 簡単 では
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あり ます が、 男性 がお 二人 、女 性が お 一 人の 加入 と認 識し

てございます。  

 

会長  各市 町村 に目 標人 数を 農業 委員 会議 で 提 示す るこ とに な

って いま す。 そし て、 目標 に達 した 市町 村が 表彰 され ると

いう仕組みになっております。  

 

野田主査  正確 な情 報と 誤差 があ ると おも いま すが 、私 の把 握し て

いる 限り では 目標 人数 が、 男女 共 に 各お 一人 ずつ とな って

おり ます 。そ して 、女 性の 方に あた りま して は、 ご夫 婦で

の加入と確認しております。再度、確認いたします。  

 

夏井委員 はい。わかりました。ありがとうございました。  

 

会長  他に ござ いま せん か。 では 、事 務局 のほ うか らお 願い し

ます。  

 

鶴飼係長  はい、私から事務連絡を４点お知らせいたします。  

一点 目は 、５ 月以 降の 総会 につ いて です が、 開催 場所 が

変更 にな りま す。 来月 から 、こ この 第２ ・第 ３会 議室 を新

型コ ロナ ウイ ルス 関係 相談 窓口 とし て利 用す るこ とに なり

まし たの で、 農業 委員 会議 で使 用す るこ とが 出来 なく なり

まし た。 よっ て、 ５月 から は、 先ほ ど会 務報 告で お伝 えし

たように３階の大会議室にて開催 となります。  

二点 目は 、検 討委 員会 の関 係で す。 毎年 ５月 から ６月 に

かけ まし て活 動計 画作 成委 員会 を開 催し てい まし たが 、 会

議の 開催 を必 要最 小限 にす ると いう 観点 から 、 今 回は 検討

委員 会を 設置 せず に事 務局 のほ うで 案を 作成 いた しま して

直接総会の方に提出するということにしたいと思います。  

三点 目は 、遊 休農 地解 消事 業の 実施 につ いて です 。現 在

の状 況か ら致 しま すと 、事 業の 実施 につ きま して は難 しい

状況 とな って お り ます が、 様子 をみ なが ら来 月以 降に 判断

したいと考えております。  
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四点 目で すが 、新 型コ ロナ ウイ ルス 感染 防止 に関 わり ま

して 、久 慈市 の対 応状 況と 農業 委員 会の 総会 の 開 催の あり

方についてお知らせいたします。  

久慈 市の 状況 であ りま すが 、４ 月７ 日に 新型 コロ ナウ イ

ルスに関わる対策本部が設置されま した。現在は、週の月・

水・ 金曜 日に 開催 され 、感 染防 止対 策等 の協 議が 行わ れて

おり ます 。そ の会 議で 各種 会議 の開 催等 の可 否 等 も含 めて

協議をしているところであります。  

本日 現在 、原 則と して 文書 決議 が可 能な 場 合 は、 皆さ ん

にお 集ま り頂 くよ うな 会議 は開 催し ない とい う事 にな って

おり ます が、 会議 開催 の最 終判 断は 担当 課の 判断 にな って

おり ます 。た だし 、会 議を 開催 する にあ たり 、必 要最 小限

の回 数、 人数 に努 める とい うこ とに なっ てお りま す。 その

ため 、マ スク の着 用、 手指 の消 毒、 密を 避け る 、 とい うよ

う に 感 染 防 止 対 策 を 講 じ て 開 催 す る と い う こ と と な り ま

す。一方で、４月１ 7日、全国的に緊急事態宣言を発せられ

たこ とに より まし て、 農業 委員 会の 総会 の在 り方 につ いて

全国 農業 会議 所か ら事 務連 絡 が あり ます 。そ の内 容で あり

ます が、 農業 委員 会法 とい うも のが あり まし て、 第 32条で

農業 委員 会の 総会 につ いて は、 実際 に委 員の 方が 参集 する

とい うこ とが 原則 とな りま す。 また 、出 席委 員を 減じ ての

開催 にお いて は差 し支 えな いと なっ てお りま す。 可能 な限

り、 委員 の人 数を 減じ て開 催に 努め ると され てい ると ころ

です 。そ の場 合、 委員 の人 数を 減じ て開 催す る に あた り、

農業委員の過半数の出席で総会が成り立つとのことです。  

今後 、当 面の 総会 の開 催に つい て、 事務 局と いた しま し

ては 、な るべ く委 員の 数を 減じ て 15～ 20名程 を想 定し て開

催し ては いか がか と 検 討中 です 。こ の件 に関 しま して はご

意見がありましたら伺いたいと思います。  

以上でございます。  

 

会長  人数 を減 ずる 場合 、毎 月の 会議 に出 席し て頂 く方 を交 代

で決 めて 対応 して いた だき 、半 分以 上は 出席 して いい ただ

かな けれ ばな らな いの で、 余分 に会 議の 対応 をし てい かな
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けれ ばト ラブ ルが あっ た場 合に 対応 でき ない と考 えて おり

ますので、事務局の方 で対応していただきます。  

 

城 内 推 進 委 員  ５月 から 大会 議室 を使 用す るに あた り、 今ま で使 用し て

いる 第２ ・第 ３会 議室 の室 内よ りは 、大 会議 室の ほう が広

いん です よね 。あ まり 、神 経質 にな らな くて もい いの では

ない かと 思い ます 。狭 い部 屋を 使用 する 場合 には 対応 をし

なけ れば なら ない と思 いま す が 、大 会議 室の よう な広 い部

屋であれば気にしないで会議をしていきましょう。  

以上です。  

 

会長 なる べく 、全 員出 席で 会議 をし てい くよ うに 心掛 けて い

きましょう。他にございませんか。  

 

会長  他に皆さんからありませんか。  

（無しの声）  

では 、以 上で 第 14回久 慈市 農業 委員 会議 を終 了い たし ま

す。  

 

閉会  14 時 00 分 


