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第 15回久慈市農業委員会議  

 

１  日  時  令和２年５月 21日（木） 14時 30分～  

 

 

２  場  所  市役所３階大会議室  

 

 

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４条の規定による許可について 

 (3)  農地法第５条の規定による許可について 

(4)  農地法の適用外証明願いについて 

 

 

４ 報告事項 

 (1) 農地法第３条の３の届出書の提出について 

(2)  会務報告 

(3)  その他 

 

 

５  出席者  委員 27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 15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 〇 

６ 水 上   茂 ○  夏井 田 村 芳 明 〇 

７ 大鹿糠 正 行 ○  宇部 大 﨑 惠 作 ○ 

８ 野 場 まさ子 ○  侍浜 桑 田 孝 一 〇 

９ 中 塚 義 弘 ○  山根 松野下 冨 則 〇 

10 小 倉   明 ○  山形 大 上 和 義 〇  

11 高 倉 道 夫 ○  山形 長 内 廣 一 〇  

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  14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 。 只 今か ら令 和 ２ 年度 第 15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、

集会 等は 中々 開催 でき てお りま せん 。市 役所 内で も、 区長

会や 、統 計調 査員 の総 会、 農政 課の 再生 協 議 会総 会等 も書

面議 決に て行 われ てい ます 。農 業委 員会 は、 大会 議室 で開

催す るこ とに 決ま りま した ので 、今 後の ご協 力 を お願 いし

ます。  

また 、岩 手県 農業 会議 の方 でも 、５ 月は 書面 議決 でし た

が、６月の会議は開催案内の内容が届いております。  

本日 の審 議件 数は 、い つも 通り です が、 活発 な質 疑を 皆

さん に し てい ただ いて のご 案 内 とい たし ます 。で は、 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、 ４番 宇部 文人 委員 、下 舘靖 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 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 １番 鹿
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糠勇 委員 、２ 番木 村晴 子 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、 高倉 委員 さん

お願いします。  

 

高倉委員 14日に、 事務 局の ２名 と私 で現 地を 確認 して おり ます の

でご報告いたします。  

付議 番号 １に つい ては 、○ ○小 学校 から 、九 戸村 に進 ん

でい き、 学校 から ２キ ロ程 離れ た場 所に あり ます 。４ か所

の畑 にな りま すが 、 10年前 くら いか ら〇 〇 さ んが 使用 して

おります。以前から、長期間にて使用し 管理等していた為 、

売買という案件になりました。  

今後 も問 題な いか と思 いま すが 、皆 さん のご 審議 をよ ろ

しくお願いします。 以上です。  

 

会長 あり がと うご ざい まし た 。 付議 番号 １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 の付 議番 号１ 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 番は 原案 のと おり 決し ま

した。  

付議 番号 ２と 、議 案第 ２号 農地 法第 ４条 の規 定に よる 許
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可 に つ い て の 付 議 番 号 １ に つ い て 事 務 局 の 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１号 、付議番号２についてご説明します。  

（以降議案書朗読説明）  

続きまして、６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 員か らの 報告 をお 願い し

ます。大鹿糠委員 さんお願いします。  

 

大鹿糠委員  ご説明いたします。  

15 日に岸里委員、事務局２名と私と現地調査に行ってま

いり まし た。 場所 で あ りま すが 、 △ △の ○○ 校の 近辺 、○

○牧 場さ んの 牧場 に隣 接し てい る場 所に なり ます 。 ３ 条の

付議 番号 ２に つき まし ては 、森 林状 態で して 、航 空写 真で

の確 認と なり まし た。 そち らに 隣接 する 形で ４条 の申 請場

所と なり ます が、 こち らは 、畑 とし て牧 草地 で管 理さ れて

いま す。 本件 につ いて は、 問題 はな いと 思い ます が、 ご審

議のほうよろしくお願いいたします。  

 

会長  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 １号 、農 地

法第 ３条 の規 定に よる 許可 につ いて の付 議番 号２ と、 議案

第２ 号、 農地 法第 ４ 条 の規 定に よる 許可 につ いて の付 議番

号１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 １号 農地 法第 ３条 、付 議番 号

２・議案第２号、付議番号１ は原案のとおり決しました。  

続き まし て、 議案 第２ 号農 地法 第４ 条の 付議 番号 ２ に つ
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いて、事務局から説明を願い ます。  

 

野田主査 ８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 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 からの報告をお願いします。  

岸里委員さんお願いします。  

 

岸里委員  15日に 、大 鹿糠 委員 、事 務局 の２ 名と 私で 現地 調査 に行

って まい りま した 。 場 所は 、県 道○ ○線 、久 慈△ △ 入 り口

場所 を右 折し まし て、 久慈 △△ の手 前に 、○ ○ と いう デイ

サー ビス セン ター に隣 接す る所 にな りま す。 すで に、 側溝

の工 事が して あり 、草 刈り もさ れて 、家 庭菜 園も され てい

ました。  

特に 問題 はな いと 思い まし たの で、 ご審 議の 方 お 願い し

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２ 号、 付議 番号 ２ 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 ２号 の付 議番 号

２農 地法 第４ 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 の付 議番 号２ は原 案の と

おり決しました。  

 

会長  続き まし て、 議案 第３ 号農 地法 第５ 条の 規定 によ る許 可

について議題といたします。  

事務局の説明を願い ます。  
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野田主査   10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。 一部 、綴 が間 違わ れて い

るようでした。  
 

野田主査  大 変失 礼い たし ま し た。 一部 、付 番に 誤っ たも のが あり

ました。他にページに誤りがある方はいらっしゃいますか。 

 （「 11、 12ページが抜けている」との声）  

（新しく用意しに一度退出。委員にお渡しする）  

 

会長  それ では 、議 題に 戻り ます 。現 地調 査員 の 報 告を お願 い

します。 大鹿糠委員お願いします。  

 

大鹿糠委員  15日に、 事務 局員 ２人 と岸 里委 員と 私で 現地 調査 に行 っ

てきました。付議番号１の 場所は、○○ 高校北側の信号を、

大 川 目 方 面 に 1キ ロ 程 行 っ た △ △ の 住 宅 街 に あ る と こ ろ で

す。 事務 局か らの 説明 が あ った とお り、 以前 、農 振地 域か

らの 除外 で農 業委 員会 議で かか った 同じ 土地 にな りま す。

農地 の状 況に つき まし ては 、 綺 麗に 管理 され てい ると いう

状況 であ りま す。 周り に住 宅街 があ ると い う こと です が、

問題はないとみております。  

続き まし て、 少し 飛び ます が付 議番 号３ の説 明を させ て

いた だき ます 。場 所に なり ます が、 国道 △線 ○○ の□ □ド

ライ ブイ ンの 前方 辺り にあ る場 所に あり ます 。農 地の 状況

は、 牧草 地と なっ てい ます が草 刈り がさ れ、 現在 も使 用さ

れて いる 状況 でし た。 一時 転用 とい うこ とな ので 、や むを

得な いの かな と考 えて おり ます 。ご 審議 の程 よろ しく お願

いします。  

続い て 付 議番 号２ の説 明は 、岸 里委 員に なり ます ので よ

ろしくお願いします。  
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岸里委員   先 ほど 、説 明に もあ りま した 場所 にな りま すが 、工 事し

て盛土がありました。杭が見えない状態であったのですが、

草刈 りも され てお り、 綺麗 な状 態で した ので 問題 はな いと

思います。ご審議のほどよろしくお願いします。  

す。以上で説明を終わります  

 

会長  

 

ありがとうございました。  

議案 第３ 号の 、付 議番 号１ 、２ 、３ につ いて 、 現 地調 査

員と事務局 からの報告が終わりました。  

質疑を許します。  

 

（城内推進委員が挙手 ）  

 

はい、城内推進委員お願いします。  

 

城 内 推 進 委 員  議案 第３ 号の 付議 番号 １で すが 、譲 渡人 から 、譲 受人 に

わた る土 地の 関係 で、 地図 を確 認し てい ただ きた いの です

が、〇印がある場所が売買地になります。  

市道 ○○ 線の 道路 でし て、 少し 進ん だと ころ に△ △ 川 が

あり ます 。実 はこ の、 △△ 川に 今年 から 側溝 工事 が入 るこ

とに なっ てお りま す。 そし て △ △さ んと いう 方の 土地 から

工事 が始 まる 為、 どこ まで の距 離に なる のか 定か では ない

が、 山岸 に沿 って 申請 地の 畑を 通過 し川 に水 が流 れる とい

うこ とら しい です 。現 状で は、 側溝 はあ るの です が、 現在

の物よりも若干広めの側溝が入るとのことです。  

是非 、土 木課 の関 係も ござ いま すが 、建 設予 定の 譲受 人

に、 こう いっ た情 報提 供を しな がら 、し っか りと 工事 をし

てい ただ き排 水路 が完 成し ても らえ ると 思っ てお りま す。

大変 、水 がで る土 地で した ので 、側 溝が ある と大 変助 かり

ます から ね。 連携 して 情報 提供 をお 願い しま す。 以上 にな

ります。  
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事務局長  ご指 摘の 点は 、改 めて 情報 提供 とい う形 で、 ご報 告さ せ

ていただきますので、よろしくお願いします。  

 

会長   では、他にございませんか。  

（鹿糠委員が挙手）  

鹿糠委員、よろしくお願いします。  

 

鹿糠委員  議案 第３ 号付 議番 号１ は、 売買 とな っ て いる が売 買金 額

はどの位なのか 知りたいです 。  

 

野田主査  議案 第３ 号、 付議 番号 １の 畑田 の申 請地 の売 買金 額は 、

〇〇 万円 とい う内 容で 申請 を受 けて おり ます 。 皆 さん のほ

うか らあ りま すで しょ うか 。合 わせ て、 他の 内容 もご 説明

いたします 。  

付議 番号 １で すが 、ご 説明 した 通り でご ざい ます 。付 議

番号 ２に つい て、 ○○ 町の デイ サー ビス セン ター の 建 設予

定の 件で の 賃 貸借 です が、 こち らが 年間 で〇 〇 万 円と いう

申請 を受 けて おり ます 。付 議番 号３ につ いて 、一 時転 用の

申請 を受 けて おり ます が、 年間 〇〇 万円 とい う内 容で の申

請を受けております。  

 

鹿糠委員  付議 番号 ２の デイ サー ビス セン ター は、 ○○ 町に 建設 さ

れるのですか。  

 

野田主査 

 

 デ イサ ービ スセ ンタ ーの 建設 です が、 ○○ 町に 建設 され

ます。13ページをご覧いただきます。○○ 町４ -11を〇印で

囲んでいる場所が建設予定地になります。○○町４ -９と○

○町４ -７が、デイサービスセンターと市道に続く道路とな

ります。  

 

会長  付議番号３の期間はいつまでなのか 。  

 

野田主査  こち ら、 許可 され た日 から にな りま すの で、 期間 は令 和
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４年６月 30日までとなります。  

 

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３号は原案のとおり決します 。  

 

会長  次に 、議 案第 ４号 農地 法の 適用 外証 明願 いに つい て 議 題

といたします。  

それでは、事務局からの説明を願い ます。  

 

野田主査   19ページをお開き願います 。  

議案 第４ 号、 農地 法の 適用 外証 明願 いに つい てご 説明 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 報告 をお 願い しま す。 大鹿 糠

委員さんお願い します。  

 

大 鹿 糠 委 員  15日に、 事務 局員 ２人 と岸 里委 員と 私で 現地 調査 に行 っ

てき まし た。 場所 にな りま すが 、国 道 45号線 三陸 道久 慈イ

ンタ ーチ ェン ジの 近く に あ る○ ○の 北側 、△ △ 病 院看 護婦

合同 公舎 裏に あり ます 。現 地の 状況 にな りま すが 、先 ほど

事務 局か らご 報告 があ った とお り、 大き な木 が立 ち並 んで

いる よう な状 況で あり まし て、 農地 でな くな った 平成 12年

以前 の情 報は わか りか ねま すし 、そ れ以 降も 農地 とし て使

用さ れて なか った 状況 であ り 、 やむ を得 ない と考 えて おり

ます。皆さんのご審議をよろしくお願いします。  
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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。  

（城内推進委 員が挙手）  

城内推進委 員お願いします。  

 

城 内 推 進 委 員  

 

 

 

 

 

久慈 市が 管理 して いる とい うこ とで すよ ね。 大鹿 糠委 員

の説 明 を 聞い て、 木が 立ち 並ん で 、 近く には 久慈 病院 の公

社が ある との こと で す し、 贈与 され たに も関 わら ず、 放置

して いた 事は 大変 なこ とだ と思 いま すの で、 農業 委員 会が

久慈 市に 対し て説 明し 、木 の伐 採や 草刈 り等 をし ても らう

よう に声 をか けた 方 が いい ので はな いで しょ うか 。 事 務局

長お願いします。  

 

事務局長  

 

 

 

 

草が生い茂っていたり、木があったりしていたのは事実でして、

管理のほうは財政課との連絡の時間調整等が中々うまくいかなかっ

たりしていたので、今後その様な農地、市有地がありましたら連携

して対応していきたいと思います。以上です。 

 

城 内 推 進 委 員  

 

 

 

現状が、原野ですよね。適用外証明で原野ですよね。しっかりと

管理して頂きたいと思いますし、やはり、伝えるべきと私は思いま

す。 

会長が、直々にお伝えするとゆう事もできますよね。 

 

会長  

 

 わかりました。他にございませんか。 

(「無しの声」) 

 

会長  

 

 

 

 

 

 

質疑 を打 ち切 り採 決い たし ます 。議 案第 ４号 農地 法の 適

用外 証明 願い につ いて 、 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 ４号 は 原 案の とお り決 しま し

た。  
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会長  

 

 

 

次に、協議事項に進ませていただきます。  

協議 事項 （１ ） 令 和２ 年度 の目 標及 びそ の達 成に 向け た

活動計画について事務局 から報告を願います。  

 

鶴飼係長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、私の方からご説明させていただきます。資料が１～４

までありますのでご確認をお願いいたします。 

目標及びその達成に向けた活動計画につきましては、国の方から

示されております様式にならいまして、全国の各農業委員会で行っ

ているものでございまして、その内容は、昨年度の農業委員会の活

動状況の点検と今年度の活動目標の設定になっております。 

例年ですと、活動計画策定委員会を開催いたしまして、内容の検

討を行いまして総会にお諮りしておりますが、今回は、極力会議を

減らすといった観点から、事務局で作成いたしました案を、本日、

総会にお諮りさせていただいております。 

まず、資料３をご覧いただきたいと思います。 

こちらは、平成 28 年 10 月に策定いたしました久慈市農業委員会

農地等の利用の最適化に関する指針でございます。 

この指針ですが、農業委員会で農地利用の最適化の推進活動をし

ていくうえでの目標を定めたものでございます。３つの項目があり

まして、平成 28 年から 10 年後の目標値を定めたものでございます。 

その３つの項目でございますが、①遊休農地の解消、②担い手へ

の農地の利用集積、③新規参入、これら３つの項目につきまして、

農業委員会の活動として取り組んでいるものでございます。毎年度

の活計画の目標を定めるにあたりましては、この方針の目標に沿い

まして、それぞれ目標値を定めているところであります。 

次に資料１をご覧いただきたいと思います。令和元年度の目標及

びその達成に向けた活動の点検、評価になります。主なところにつ

きまして、ご説明をさせていただきます。 

まず、１ページでございます。本年３月末現在の農業委員会の状

況でございます。農地の面積や農家数等の概要になっております。 

それぞれの、表の下の※印でございますが、これらの数値の算定方

法につきましては、国から示されているものでありますが、主に農

林業センサスの数値になっているものでございます。農林業センサ

スとは、市の（農政課）の方で、国に報告する系統数値でございま
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して、５年に１度の系統数値でございます。 

次に、２ページになります。Ⅱ 担い手への農地地用集計でござ

います。２の目標と実績でございます。 

まず、目標数値についてですが、２の欄に太字で示しております

が、「農地等の利用の最適化に関する指針」での目標値に沿いまして、

設定になっております。２の欄でございますが、元年度の目標値は、

トータルですと 946ha、１年単位ですと、82ha でございました。実

績でございますが、トータルで 875ha、１年で 11ha、でございまし

た。 

圃場整備等のまとまった事業がなかったこともありまして、実績

としては 11ha ということで、厳しい状況となっております。近年の

まとまった事業等があった場合ということで、平成 27 年度、宇部川

ファーム圃場整備事業で約 80ha、平成 30 年度ライスランド久慈の

利用集積関係で約 75ha の実績がありまして、単年度での目標を達成

できている年度もございました。 

次に、３ページになります。Ⅲ新規参入の状況でございます。 

１の欄ですが、過去３年間の新規参入の状況になっております。

元年度の実績ですが、２経営体・面積が 0.6ha となっております。

内訳ですが、短角牛の一貫経営が１件、肉用牛の繁殖が１件となっ

ております。 

いずれも山形町内でございますが、 

１ 短角牛経営の方は、60 歳で関東の会社を退職いたしまして、

岩手にアイターンしまして、はじめた方であります。 

２ 肉用牛に方は、ご夫婦ではじめたものでございます。 

 新規参入につきましては、３「目標の達成に向けた活動」の欄の

活動計画でありますが、振興局や農政課等関係機関で連携しての「新

規担い手チーム」によりまして、新規就農相談等に取り組んでいる

ところでございます。 

新規就農の相談会でございますが、６月から２月まで毎月第２水

曜日の午後に農協さんを会場としまして開催しており、今年度も同

様に開催する予定となっております。 

目標値につきましては、２の欄に太字で記しておりますが、資料

３の指針によりまして、１年に４経営体ということで設定しており

ます。これは、令和７年度まで、毎年４経営体の目標となっており
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ます。 

次に４ページになります。Ⅳ 遊休農地に関する措置の関係でご

ざいます。目標値でございますが、２のところに太字で記しており

ますが、10ha でございました。実績につきましては、14ha でござい

ました。これは、毎年、委員の方々にご協力をいただきまして実施

しております「利用状況調査」での、遊休農地の面積の集計により

まして算定しているものでございます。 

遊休農地解消に係る農業委員会の活動といたしましては、毎年実

施しております遊休農地解消事業ですとか、非農地判定等によりま

して活動していくことになろうかと思っております。 

次に５ページになります。Ⅴ 違反転用の関係ですが違反転用は

ありませんでした。 

次に６ページになります。Ⅵ 事務に関する点検でございます。 

内容は、毎月の総会で審議いたしておりますが、転用等の処理件

数になっております。 

１ 農地法第３条に基づく許可事務でございますが、１年間の処

理件数は、32 件でございました。30 年度は 42 件でございましたの

で、10 件マイナスとなっております。 

次に２です。農地転用に関する事務、かっこ意見を付して知事へ

送付した処理件数ということで、いわゆる、農地法第４条と５条の

合計処理件数になります。１年間で 45 件でした。その内訳ですが、

４条が４件、５条が 41 件となっております。30 年度は、トータル

で 57 件でございましたので、12 件マイナスとなっております。 

７ページになります。 

３の 農地所有適格法人です。合計で５法人となっております。

その下ですが、農地所有適格法人からの経営状況の報告書の提出に

つきましては、毎年、提出をいただくことになっておりますが、５

法人すべてから提出をいただいております。 

次に４ 情報の提供です。 

賃貸借情報の調査、提供ということで、１年間での賃貸借（貸し

借り）に係る件数になっております。合計で、５件でございます。

その内訳といたしましては、３条による貸し借り分が４件、また、

利用集積による貸し借り分が１件、計５件となっております。 

次に、その下になりますが、農地の権利移動（いわゆる売買等に
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よりましての権利の移動件数になるわけですが）、合計で 53（71）件

となっております。その内訳といたしましては、３条によるものが

28 件、５条によるものが 25 件、計 53 件となっております。30 年度

は 71 件でございました。 

次に８ページになります。 

８ 事務の実施状況の公表についてでございます。 

１ 総会議事録の公表でございますが、30 年度から、市のホーム

ページの方で議事録の公表を行っております。 

以上で、令和元年度の活動点検、評価についての説明を終わりま

す。 

次に、資料２をご覧いただきたいとおもいます。 

「令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画」についてご

説明いたします。 

こちらの様式にも国から示されていええる様式であります。１ペ

ージ目につきましては、先ほどの資料１の１ページ目と全て同じで

ございますので、２ページ目からご説明させていただきます。 

それぞれ、項目ごとに今年度の目標につきましてご説明させてい

ただきます。目標値の算定にあたりましては、最初にご説明いたし

ました、資料３の「農地等の利用の最適化に関する指針」にならい

まして、目標値を設定しております。 

 まず、Ⅱ 担い手への農地の地用集積・集約化についてでござい

ます。 

 ２の今年度の目標及び活動計画でございますが、かっこ内の新規

集積面積目標値でございます、93ha とさせていただきました。新規

集積目標面積の考え方でございますが、下の黒丸のところでござい

ます。令和７年度まではの目標値が 1453ha です。今まで 875ha の実

積がありますので、そこまでの到着までは、あと 560ha という状況

です。 これを今から６年間ありますので、６で割った平均値とい

うことで、93.3ha ということで、１年ごとの目標値を 93ha として

います。 

 次に、Ⅲ 新たな農業経営を営もうとする者の参入促進でござい

ます。２の目標値でございますが、４経営体とさせていただきまし

た。新規参入の目標につきましては、毎年１年ごとに４経営体と設

定しておりますので、それにより増す目標値となっております。 
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 次に、３ページ目になります。 

 Ⅳ 遊休農地に関する措置でございます。 

 下の黒丸の目標設定の考え方でございます。 

「農地等の利用の最適化に関する指針」によりまして令和７年度ま

での目標値が 272ha でございます。現在、325ha でございますので、

残り 53ha を６年後ということで、６で割りまして、8.8ha というこ

とで 9ha とさせていただきました。 

次に、Ⅴ 違反転用への適正な対応でございますが、違反転用に

つきましては、今でも０ということでございますので、引き続き違

反転用がないように、農地パトロール等によりまして、その防止に

努めてまいりたいと考えております。 

以上で、令和２年度の目標達成に向けた活動計画についての説明

を終わります。 

次に資料４になります。「令和２年度、久慈市農業委員会事業計画

案」についてご説明いたします。 

こちらの事業計画につきましては、従来から久慈市農業委員会独

自で毎年定めております「事業計画」でございます。「昨年度の久慈

市農業委員会の事業方針」と、今年度の「岩手県農業会議の事業方

針」を参考にしまして、作成しているところでございます。 

内容的には、基本、昨年度と同じでございます。 

１か所、ご説明させていただきます。 

Ⅰ 「事業方針」でございますが、太字で表記しているところで

ございます。このような情勢を踏まえ、令和２年度は、特に農業委

員会と農地集積を担う農地中間管理機構との連携を強化していくと

ともに、人・農地プランの実績化により、今使われている農地を使

えるうちに、使える人に引き継いでいく「未来の農地管理」を促進

し、農業の未来の基盤づくりを推進する。ということで、昨年度か

ら農政課が主体となって実施しております「人・農地プランの実施

化に向けて」ということで、その取り組みを引き続き行うこととな

っておりまして、農業委員会の役割といたしましては、アンケート

調査を継続して行うこととなっております。 

詳しくは、７月に、農地利用最適化推進検討会を開催しまして、

説明する予定となっております。 

以上、令和２年度の事業計画等の案の説明とさせていただきます。 
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会長  

 

 

 

 

事務局からの説明が終わりました。 

他に皆さんから質問ありませんか。 

（城内推進委員が挙手） 

城内推進委員、お願いします。 

 

城 内 推 進 委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、コロナウイルスの関係で農産物の輸出が止めていますよね。

ベトナムやインドですと、米を止めましたし、国民の食糧を供給出

来ない状況になりました。そして、四分の三のマスクを中国に頼っ

たおかげで、マスクが日本に届かなかったということもありました。

ただ、マスクは食糧ではないので、もし食糧となった場合はもっと

大変な状況になりますね。話は変わりますが、農地を守るとゆうこ

とですが、担い手が中々見つからない等の際には、農地中間管理機

構が管理していくとゆう事も考えていかなければと思います。 

現在の状況で、若手の農業者達が出てきてくれると助かるが、年

齢の問題等で、様々な地区に農地でなくなってきているのが見受け

られる為、そうゆう問題を防ぐような対策をしていかなければなら

ないと思います。 

いざ、田んぼを作るといいましても、稲が無いと植えられません

し、水路が渇いていると水を与えられないですし、新しく取り組ん

でみたいと思う方に繋げていくような策を具体的に作っていかなけ

れば、今後もっと農地が減少していくと考えますので、皆さんと知

恵を出し合い防ぐことが出来たらいいと思います。 

私たちが取り組んでいる遊休農地解消で、栽培作業等で農地を保

全していく活動にも励む姿勢でいかなければ、農地を守れないと思

います。皆さんのご意見も頂戴したいと思います。以上です。 

 

鶴飼係長  

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございました。農地中間管理機構との連携につ

いてですが、補足をさせていただきます。岩手県農業会議の、今年

度の事業方針に、農業公社、農業会議、市の農政課、農業委員会で

連携を深めるということで、重点項目にあがってございます。 

参考までになりますが、農業公社と農業会議は別の建物で事務連

絡を取っておりましたが、今年度途中に同じ建物になり、事務を進

める形になったと伺っております。久慈市の状況になりますが、農

業公社の農地コーディネーターがいまして、実は今年度から新しい
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方になったとのことであります。 

次回の、検討会の際にご紹介する予定でして、今後皆さんと連携

していけることを思っております。久慈市宇部町の中野さんという

方が、新しく農地コーディネーターになってございます。 

そういったことで、まだ具体的な部分はこれからとゆう形になり

ますが、いずれ、農業会議のほうで重点項目の方も連携していく案

がでていますので、貸し借り・利用集積ができたらと思っている状

況でございます。以上でございます。 

 

会長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地コーディネーターは、岩手農協を退職された中野米蔵さんと

いう方です。最後は、新岩手農協二戸支所を３月で退職され、４月

から農地コーディネーターとして活躍されております。  

 以前は、野田村の北田さんでしたが、今回は久慈市の中野さんで

あります。皆さん、お分かりの方もいると思いますが、よろしくお

願いします。 

 城内推進委員、ご意見はよろしいでしょうか。 

（意見を求める発言） 

（「無し」の声） 

皆さん、他にご意見ありますでしょうか。 

 それでは、質疑を打ち切り採決いたします。協議事項（１）令和

２年度の目標及びその達成に向けた活動計画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、原案のとおり決しました。 

次に、協議事項に進ませていただきます。報告 事項（１）

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。 事務局から説明を願います。  

 

野田主査  

 

 

 

 

 

18 ページをお開き願います。 

報告事項（１）農地法第３条３第１項の規定による届出書の提出に

ついてありましたのでご報告いたします。 

１、土地の表示と、届出人は 18 ページ、19 ページに記載されてい

るとおりでございます。９件届出がござまして、すべて相続による

権利取得ということでご報告いたします。 
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以上で報告事項（１）の説明を終わります。 

 

会長  

 

 

相続ですので、１件ごとの説明は致しませんがよろしいですか。 

(「うなずく声」) 

 

会長  

 

 

 

 

 

他に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（２）会務報告について、五日市事務局長から説明願い

ます。 

 

事務局長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 ページをお開き願います。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。５月 14 日農地法第３条に関わる現地調査、

山形地区を高倉委員に出席いただき、実施いたしました。 

５月 15 日農地法第３条、４条、５条、適用外証明に関わる現地調

査を、大鹿糠委員、岸里委員に出席いただき、実施いたしました。   

また、同日、第 50 回岩手県常設審議委員会議がございましたが、

新型コロナウイルスの感染予防関係のため、書面議決となっており

ます。５月 21 日、本日の第 15 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、６月 23 日、火曜日、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（２）を終わります。 

 

会長  

 

 

 

 

 

 

皆さんから何かございませんか。 

（無しの声） 

無いようですので、会務報告を終わらせていただきます。 

 最後に、報告事項（３）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） 

はい、城内推進委員お願いします。 
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城 内 推 進 委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前の農業委員会議で、種苗法の改定の問題で、署名をいただき

ましたが、今国会で流れて成立にならないということで良かったと

思っています。そして、ご承知のとおり、検察庁の黒川検事長が、

賭け麻雀をしていたことが発覚し、辞職することになりました。 

話は変わり、私の認識不足があったのですが、農業委員会法が改

正されまして、私たちが公選時代は、色々と意見書などを作成し、

出したり、市にも要望を提出したりとできたのですが、現在は、市

長推薦制に変わり提出が難しくなりました。 

方法といたしまして、久慈議会議員会議へ報告を挙げていただく

ということも可能でしたので、前回皆さんのご要望を挙げようとい

うことを検討し確認していたところ、農業委員会としての提出は、

困難ということが明らかになりましたので、６月の定例会議に向け

て種苗法の廃止をなくすという意見書を挙げたいと思います。 

久慈市議会のほうに、意見書を提出することを進めていけたらと

考えております。その、お諮りと解消をよろしくお願いします。以

上でございます。 

 

会長  

 

 

 

 

 

城内推進委員、お伺いいたします。今後、国の方で、再提案を求

めることになるのですか。国会は、見送りということですか。 

(「城内推進委員に問いかける」) 

事務局長が、少し検討させてくださいとのことでした。 

こちらも、調査をしたり、周りからの確認をしてみます。 

 

城 内 推 進 委 員  

 

 

 

 

 

農業委員会では、不可能と把握しておりますので、議会を通して

原案を提出・報告しかありません。これは、地方自治法で決まって

います。この、地方自治法第 99 条は、いい法律で、国民の声を届け

るという内容でしたので、これを生かして活用したいと思います。

ですが、そこは、事務局長と相談の上お願いいたします。 

 

会長  
それでは、皆さんからございませんか。 

 

城 内 推 進 委 員  

 

 

もう一つよろしいでしょうか。実は、本日の臨時議会がありまし

た。国が一兆円のお金を、地方自治体に送るということで久慈市は、

一億七千万円が入りまして、そのうちの一億四千万は、707 件の事業
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者に一次予算で、20 万円の給付をするということが決まりました。

25 日から受付を開始し、農家・漁業関係の方も対象で、申請するこ

とも可能でしたので、皆さんよろしくお願いしたいと思います。 

また、４月 30 日の議会で、久慈市議会とすれば、新型コロナウイ

ルス対策をしっかりしていくという内容を国に意見書を挙げており

ます。県内でも、一関市と複数の市が挙げたようで、岩手県も挙げ

ており、久慈市の意見書が最速だったそうです。議会を開いて補正

予算を確認し、皆さんにお金を届けるという形にしていきたいです。 

特別定額給付金に関しまして、久慈市はトップでした。５月 22 日

付で、84.7％の方は給付されているという状態です。他市では、こ

れから、市民の方に手紙を配布し、随時申請が開始され給付という

流れに対して、久慈市は、４月の頭から準備し対応してきましたの

で、今後の状況は全市民の皆さんに 100％の確率で給付になると思

います。現段階で、84.7％の方に給付ということをお見知りおきを

お願いします。久慈市長、職員の方が頑張られているので、応援・

声援の声をかけていただければと思います。以上です。 

 

会長  

 

 

 

 

以上でございますが、その他に皆様からございませんか。 

(「無し」の声) 

なければ以上をもちまして、第 15 回久慈市農業委員会議を終了さ

せていただきます。ありがとうございました。 

 

閉会  15 時 30 分 


