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第 28回  久慈市農業委員会議  

 

１  日  時  令和３年６月 21日（月） 13時 30分～  

 

 

２  場  所  市役所  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） 農用地利用集積計画について 

 

 

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  26名 (別添名簿のとおり ) 

 

 

６  関係機関 

事務局   事務局長    藤  原  亮  一  

係   長    鶴 飼 勝 浩 

主   査    野  田  祥 紀 
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第 28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 〇  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 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 ○ 

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 ○  

12 夏 井 俊 勝 ○  山形 下 舘   靖 〇  

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  只今 から 令和 ３年 度第 28回 久慈 市農 業委 員会 会議 を開 催

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  ご苦労様でございます。  

先ほ ど事 務局 内で も お 話し をし たの です が 、 鳥獣 被害 が

多々 見ら れる とい う事 で す 。私 もこ の頃 よく カモ シカ を見

るよ うに なり まし た。 大変 困っ てい る方 が多 いよ うで す。

何と かな らな い も のか 、と お話 しも 聞い てみ たり して おり

ます が、 捕獲 頭数 の問 題も あり 、被 害が あれ ば罠 をか ける

事も でき るよ うで すが 、捕 獲し ても 山奥 に返 して やる 等 、

中々 難し いよ うご ざい まし て、 大変 困っ てい ると いう 状況

のようです。  

それでは、会議にはいります。 よろしくお願いします。  

 

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、８番野場まさ子委員、 10 番小倉明

委員 、類 瀬徳 美推 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 13番米 澤
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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、議案朗読説明）  

以上で議案第１号の説明を終わります。  

よろしくお願いいたします。  

 

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。 木村委員さんお願いします。  

 

木村委員 ６月 16日 事務 局２ 名と 私と ３名 で現 地調 査に 行っ てき ま

した。  

付議 番号 １番 、 場 所は ○○ 町△ △に かな り近 い所 です 。

非常 に土 地が 細長 く 、 普通 に耕 作し てい くに は難 しい よう

な土 地で した 。隣 には すで に△ △が 庭木 に使 われ ると 思わ

れる 樹木 等を 栽培 して おり まし た。 譲受 人は 、今 後苗 床を

広げ てい くた めに 使う との 事 で すの で問 題な いも のと 思わ

れます。  

 次 に付 議番 号２ 番 、 場所 は○ ○町 □□ の近 くに ある 小さ

な神 社の 下の 所に ある 土地 です 。今 は作 付さ れて おり ませ

んが 、農 地と して 管理 され てき たも のと 思わ れま す。 譲受

人も 今後 、農 地と して 管理 して いく との 事で すの で、 問題

ないと思います。ご承認よろしくお願いします。  

 

会長 あり がと うご ざい まし た。 次に 付議 番号 ３に つき まし て

中塚委員さんお願いします。  
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中塚委員 付議 番号 ３番 につ きま して 現地 調査 をし てま いり まし た

ので、ご報告いたします。  

６月 16日 事務 局２ 名と 私の 計３ 名で 現地 調査 を行 いま し

た場所は□□病院の北側になります。  

現況 は草 が生 い茂 って おり ます が、 年に ２、 ３回 の草 刈

りをしており、適切に農地の維持管理がされております。  

譲渡 人の 父親 が亡 くな って から は、 数年 休耕 地と なっ て

おり まし たが 、今 回農 業を やっ てい る譲 受人 が耕 作す ると

いう事なので、問題ないものと見てまいりました。  

ご審議の程よろしくお願いします。  

 

会長 あり がと うご ざい まし た。 次に 付議 番号 ４ に つき まし て

大上推進委員さんお願いします。  

 

大上推進委員 ６月 16日 事務 局２ 名と 私の ３名 で現 地を 見て まい りま し

た。 親子 間の 一括 贈与 とい う事 で、 まっ たく 問題 ない もの

として見てまいりましたので、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。  

続き まし て、 付議 番号 ５番 につ きま して は私 の方 から ご

説明申し上げます。  

６月 16日事務局２名と私で見てまいりました。  

現地 は県 道○ ○ 線 、海 の方 から 上が って 行っ てす ぐの 所で

す。色々な野菜を作付けしておりました。  

鳥獣 被害 防止 のた めに 、網 で囲 いを 作っ て対 処し てい るよ

うでした。特に問題はないものと思われます。  

以上です。  

 付 議番 号６ 番に つい ては 柿木 委員 でし たが 、本 日欠 席と

なっておりますので 、事務局からの説明をお願いします。  

 

野田主査 事務 局の 方か ら付 議番 号６ 番に つい て補 足さ せて いた だ

きます。  

譲 渡 人 の 方 は ご 住 所 が 愛 知 県 に な っ て お り ま す け れ ど
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も、 そち らに 住ん でい る 娘 さん の所 にい らっ しゃ る と いう

事で ござ いま す。 譲受 人の 方が □□ 町の 方に いら っし ゃる

ので、自宅周辺の農地となります。  

柿木 委員 にも 現地 調査 して いた だき まし て 適 正に 管理 さ

れて いる とい う事 でご 意見 いた だい てお りま した ので 、ご

報告いたします。  

 

会長 はい。ご苦労様でした。  

事務局の説明と現地調査員の報告が終わりました。  

議案 第１ 号議 案に ６件 ござ いま すが 、１ 件 ず つ質 疑を いた

しますか、一括にしますか。  

（「一括」の声）  

それでは、一括で 質疑を許します。  

（「無し」の声）  

質疑を打ち切ります。  

それでは採決いたします。  

議案 第１ 号農 地法 第３ 条 の 規定 によ る許 可に つい ては 特に

意見がないものとしてよろしいですか。  

では、そのように決定させていただきます。  

次に進ませていただきます 。  

議案 第２ 号農 地法 第 ５ 条の 規定 によ る許 可に つい てを 議題

といたします。事務局の説明を願います。  

 

野田主査  14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、議案朗読説明）  

以上で、議案第２号について説明を終わります。  

 

会長  議案第２号について、 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。  

中屋敷委員さんお願いします。  

 

 



 

 

7 

中屋敷委員   それでは、私の方から現地報告をさせていただきます。  

６月 16日 下舘 委員 、私 、事 務局 ２名 の４ 名で 現地 調査 をさ

せていただきました。  

 付 議番 号１ 番、 14ページ 、○ ○さ んか ら△ △さ んへ とい

う事 で、 譲受 人は □□ さん と聞 いて おり ます 。資 料見 てい

ただ きま すと 、 △ △の 方に 行き ます と右 の方 に △ △さ んが

あり ます 。そ の 真 横で あり 後ろ の方 にな りま す。 前に も転

用案 件申 請が 出て いた よう です が、 今回 は法 面を 強化 する

ためと聞いております。    

何ら問題ないかと思 っております。  

 付 議番 号２ 番、 □□ さん から △△ さん へと いう 事で 親子

にな るよ うで ござ いま して 、 会 社の 資材 置き 場と して 利用

した いと いう 事で 、贈 与に なる よう で ご ざい ます 。 17ペー

ジに なり ます が、 ○○ 病院 の横 の方 にな りま す。 その 付近

の田 んぼ にな るよ うで す。 親子 間で ござ いま すの で 、 何ら

問題 ない かと 思っ て見 てま いり まし た。 土盛 、草 刈も され

ておりました。  

 付 議番 号３ 番、 18ページ 、△ △さ んか ら□ □さ んへ 。自

己住宅、分家住宅を建てるためという 案件でございまして、

現在 、砂 利等 も敷 いて あり 雑種 地に 近い よう な状 態に なっ

てお りま した 。 19ペー ジを 見て いた だき ます と、 全体 的に

三角 地帯 であ り、 上の 方に 側溝 があ り 、 側溝 から 下が 低く

なっ てお り、 そこ に住 宅を 建て ると いう 案件 にな って いる

ようです。やむを得ないと思 って見てまいりました。  

 付 議番 号４ 番、 ○○ さん から □□ さん の駐 車場 とし て利

用し たい とい う案 件が 出さ れ 、 現地 を確 認し てま いり まし

た。 21ペ ージ 、△ △さ んか ら入 り、 奥に □□ があ ると ころ

です 。こ こに 通路 、駐 車場 を設 けた いと いう 案件 でご ざい

ます 。雑 草が 生い 茂っ てお りま すが 、何 ら問 題な いか と思

って見てきました。  

以上、ご報告申し上げます。  

 

会長  

 

 はい、ご苦労様でございました。  

議案 第２ 号付 議番 号１ 番か ら４ 番ま で 、 一括 質疑 を許 し
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ます。  

 （鹿糠委員  挙手）  

 はい、鹿糠委員さんお願いします。  

 

鹿糠委員  付議 番号 ２番 です が、 資材 置場 とし て使 用す るの に地 目

変更しなくていいのですか。  

 

野田主査  付議 番号 ２番 につ きま して は、 もち ろん 資材 置場 への 転

用ですので地目変更が必要となります。  

 

鹿糠委員  付議番号４番も同じですか。  

 

野田主査  はい、そうです。  

こち らも 当然 現況 が変 われ ばそ れに 合わ せた 地目 変更 が必

要になります。  

 

鹿糠委員  名義変更はするのですか。  

 

野田主査  はい 。基 本的 に登 記法 では 現況 に合 わせ て地 目に しな け

れば なら ない とい う 事 です ので 、も ちろ ん農 地か ら資 材置

場、 雑種 地等 に変 われ ばそ れに 合わ せた 地目 変更 が必 要に

なるという事でございます。  

 

会長  補足しますと、農業委員会の許可を得てから 地目変更し、

使用するという事になります。  

他にございませんか  

それ では 議案 第２ 号農 地法 第５ 条の 規定 につ いて 、付 議

番号 １番 から ４番 まで 原案 のと おり 特に 意見 がな いも のと

してよろしいですか。  

（「無し」の声）  

それ では 特に 意見 がな いも のと して 決定 させ てい ただ き

ます。  

次に進ませてただきます。  
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議案 第３ 号農 地法 適用 外証 明願 いに つい てを 議題 とい たし

ます。事務局からの説明を願います。  

 

野田主査   22 ページをお開き願います。 

議案 第３ 号  農地 法の 適用 外証 明願 いに つい てご 説明 しま

す。  

（以降、議案朗読説明）  

以上で、議案第３号の説明を終わります。  

よろしくお願いします。  

 

会長  議案 第３ 号付 議番 号１ 番か ら３ 番ま で 事 務局 の説 明が 終

わりました。  

ここで現地調査員からの報告をお願いします。  

下舘定一推進委員お願いします。  

 

下舘定一 

推進委員 

 

 ６ 月 16日中 屋敷 委員 、私 、事 務局 ２名 、４ 名で 現地 を見

てまいりましたのでご報告いたします。  

 １ 番目 の案 件で す。 ○○ 線を 八戸 方面 に向 かっ て、 □□

を過 ぎた 所を 右に 入っ た奥 まっ た所 にな りま す。 事務 局か

らも 説明 があ りま した とお り、 ずっ と駐 車場 とし て使 われ

てい たと いう 事で 砂利 等が 入っ てお りま して 、農 地と して

は使 用で きな いの では ない か、 やむ を得 ない ので は な いか

と見てまいりました。  

 ２ 番目 の案 件で す。 △△ 橋を 渡っ て八 戸方 面に 向か い、

□□ が右 手に 見え ます が、 その 少し 先で す。 国道 沿い です

けれども面積もあまり大きくなく 、小さい木の切り株が２．

３個 あっ て現 実的 には 伐根 して も農 地 と する には 難し いの

では ない か、 やむ を得 ない ので はな いか と見 てま いり まし

た。  

 ３ 番目 です が、 事務 局か らも 説明 があ った とお り、 50年

以上 も経 過し てお りま すし 、現 状と して も公 衆用 道路 とし

て使 われ てい ると いう 事で 、や むを 得な いの では ない かと

思って見てまいりました。ご審議いただきたいと思います。

以上です。  
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会長  ご苦労様でございました。  

それでは議案第３号適用外証明願いについて事務局の説  

明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）  

質疑を打ち切ります。  

適用外証明ですので特に意見はないものとしてよろしい  

ですね。  

それでは、次に進みます。  

議案第４号農用地利用集積計画書について事務局からの  

説明を願います。  

 

野田主査   28ページをお開き願います。  

議案 第４ 号  農用 地利 用集 積計 画書 につ いて ご説 明 い たし

ます 。令 和３ 年度  農 用地 利用 集積 計画 書  第１ 号が 別紙

のと おり 提出 され 、農 業経 営基 盤強 化促 進法 第 18条第 １項

の規 定に 基づ き意 見を 求め られ てお りま す。 農地 中間 管理

機構 であ る岩 手県 農業 公社 が、 貸し 手と 借り 手の 仲に 入っ

て利用集積を図るものです。  

30～ 31ページをお開き願います。  

30ページ が所 有者 さん から 公社 へ、 31ページ が公 社か ら

耕作 者さ んへ の計 画書 でご ざい ます 。 賃 借料 及び 期間 につ

いて は記 載の とお りで ござ いま す。 こち ら２ つに 分か れて

いま すが 、同 一の 案件 とし てい ずれ も整 理番 号１ 番と なり

ますのでよろしくお願いします。  

以上で、議案第４号の説明を終わります。  

よろしくお願いいたします。  

 

会長   はい。事務局からの説明が終わりました。  

 質疑を許します。  

 （「無し」の声）  

 質疑を打ち切ります。  

 採決いたします。  

議案 第４ 号農 用地 利用 集積 計画 書に つい ては 特に 意見 のな
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いものとしてよろしいですね。  

それでは、そのように決定させていただきます。  

次に報告事項に入ります。  

報告 事項 （１ ）農 地改 良届 の提 出に つい てを 議題 とい たし

ます。事務局の説明を願います。  

 

野田主査  32 ページをお開き願います。 

報告事項（１）農地改良等の届出書の提出がありましたのでご 

報告します。 

 （以降、届出書の報告。） 

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

会長  

 

報告事項（１）について事務局の説明が終わりました。  

質疑を許します。  

（「無し」の声）  

特にございませんね。  

報告事項ですので次に進ませていただきます。  

報告 事項 （２ ）農 地法 第３ 条の ３の １項 の 規 定に よる 届

出の提出についてを議題といたします。  

事務局の説明を願います。  

 

野田主査  34 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書が提 

出されておりますのでご報告します。計８件でございます。 

土地の表示、届出人は記載のとおりでございます。いずれも相続に

よる農地取得による届出が出されたものでございます。 

以上で報告事項（２）の説明を終わります。 

 

会長  ６番ですが、住所が侍浜堀切となっていますが、桑畑ではないで

しょうか。 

（桑田委員に確認、そうです。） 
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野田主査  大変失礼いたしました。 

６番の届出人の方、こちら侍浜町堀切とありますが、桑畑に修正を

お願いしたいと思います。番地はそのままです。 

よろしくお願いいたします。 

 

会長  事務局の説明が終わりました。  

相続ですのでよろしいですね。先に進ませていただきます。 

報告事項（３）会務報告、事務局長お願いします。  

 

事務局長  それでは会務報告をさせていただきます。  

36ページ をご 覧い ただ きた いと 思い ます 。前 回の 定例 会

議以降になります。  

６月 ３日 木曜 日で ござ いま す。 遊休 農地 解消 事業 、夏 井

町 の 田 植 え 作 業 で あ り ま す け れ ど も 、 田 村 実 行 委 員 長 と

我々 で出 席を いた しま して 、早 坂営 農 組 合さ んの 方で 田植

えを実施していただきました。  

次に ６月 10日 から 始ま りま した 久慈 市議 会定 例会 議で あ

りありますが、 25日金曜日までの会期 となっております。  

会長 の方 に出 席依 頼が 10日 と 25日ご ざい まし たの で 、 10日

出席をいたしております。  

 15日火 曜日 、第 63回常設 審議 委員 会 、 そし て、 岩手 県農

業会 議理 事会 が盛 岡で 開催 され まし て 、 会長 が出 席し てお

りま す。 県内 の 前 月分 の第 ４条 、 第 ５条 等の 審査 等を 行っ

ております。  

 16日水 曜日 、農 地転 用等 の現 地調 査と いう こと で、 農地

法３ 条に つき まし ては 、木 村委 員、 中塚 委員 、大 上推 進委

員、柿木委員に行っていただいております。  

５条 、適 用外 証明 につ きま して は、 中屋 敷委 員、 下舘 推進

委員に現地調査を行っていただきました。  
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そして、本日の第 28回農業委員会議となっております。  

コメ 印で あり ます が、 ７月 の農 業委 員会 議の 予定 であ りま

すけ れど も、 21日 水曜 日午 後１ 時 30分か らは 農地 パト ロー

ルの 方を 実施 した いと 考え てお りま す。 その 後、 ２時 30分

から こち ら３ 階大 会議 室の 方で 総会 とい う予 定で ござ いま

す。以上です。  

 

会長  ６月 15日 常設 審議 委員 会の あと に農 業会 議の 理事 会が 開

かれ まし た。 令和 ２年 度の 決算 が総 会に かか るの です が、

議事を審議していただきました。  

総会 の日 程は ６月 30日、県 内の 農業 委員 会の 会長 さん が出

席します。当局の方も出席を予定しております。  

以上でございます。  

質疑はありますか。  

（「無しの声」）  

質疑を打ち切ります。  

その他みなさんから何かありませんか。  

（田村推進委員  挙手）  

はい。田村推進委員 さんお願いします。  

 

田村芳明  

推進委員  

 

遊休農地解消事業について、その後の報告とお願いがあります。 

５月末に代掻きを終わりまして、今報告がありましたように、６月

３日に田植えを終わっております。だいたい１時間ぐらいで終わり

ました。そして、苗の供給ですが、小倉委員さんから特段のご配慮

をいただきまして、大変ありがとうございました。 

現況ですが、昨日見たところ、稲の葉っぱが隣の田んぼより少し

浅いかなと感じております。 

雑草については、田植えの際に同時散布した初期の除草剤が効い

ておりまして、ほぼきれいな状態で雑草は抑えられています。 
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 そしてお願いしたいのは、畦畔の草刈りを行ってほしいことです。         

３回は実施したいと思っていますので、１回目を今月中にお願いし

たいと思っています。今から事務局の方に説明をしてもらいますけ

れども、よろしくお願いします。以上です。 

 

会長   はい、ありがとうございました。  

みなさんから何かございますか。  

なければ、事務局から鶴飼係長お願いします。  

 

鶴飼係長  私から２点お知らせいたします。  

まず、最初に、遊休農地解消事業に係る畦畔草刈り作業

について、でございます。  

田村芳明実行委員長名で事務連絡をお配りしております

ので、ご覧いただきたいと思います。  

今後の作業といたしまして、畦畔の草刈り作業を３班に

分けて行います。裏面に委員の割り当てを載せておりま

す。  

早速ですが、来週の 29日火曜日の９時から第一回目の作

業を行います。第一回目の担当委員ですが、番号順になり

ますが、鹿糠委員さんから 10名ということでご協力をお願

いいたします。二回目以降の日程につきましては、現地の

状況をみて後日ご案内いたします。  

なお、作業当日ですが、草刈り機械やレーキ等お持ちの

委員さんは、持参していただきたいと思います。  

次に、来月の総会開催日の７月 21日に併せて農地パトロ

ール等を行いますので当日の予定についてのお知らせいた

します。事務連絡をお配りしておりますのでご覧いただき

たいと思います。  

まず、１農地パトロール出発式です。７月 21日、 13時 15

分から市役所正面駐車場で行います。先ほどの会務報告で

は、 13時 30分からとの報告がありましたけれども、 13時 15

分からが正しい開始時間となりますのでよろしくお願いい

たします。集合時間ですが、 13時 10分までに正面玄関前に
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集合をお願いいたします。  

次に、２農地パトロールでございます。出発式後に市の

バスで移動いたしまして、市内２箇所の予定で農地パトロ

ールを行います。場所については現在選定中でございま

す。  

次に、３利用状況調査説明会でございます。市役所に戻

って来まして、予定時間になりますが 14時 15分から行う予

定でございます。  

次に、４になりますが、引き続きまして第 29回農業委員

会議を開催いたします。  

次に、５出欠の報告でございますが、欠席される場合のみ 

事務局まで連絡をお願いいたします。  

なお、７月総会の開催場所でございますが、例年、委員

懇談会を兼ねて平庭山荘で開催しているわけですが、現在

のコロナの感染状況からもう少し我慢が必要であろうとい

う状況でございます。したがいまして、会議は、市役所で

開催することとしておりますのでご理解をお願いいたしま

す。  

なお、平庭山荘での開催につきましては、７月に限定せ

ず感染状況を見極めながら、懇談会等を開催できるような

状況になりましたならば、例えば年末、あるいは、年度末

とかで開催を検討していきたいとおもっておりますので、

よろしくお願いいたします。  

 

会長  草刈り作業と、農地パトロールの件でございますが、  

みなさんから質問ありましたらお願いします。  

よろしいですか。  

（「無しの声」）  

ない よう でご ざい ます ので 、 以 上を もち まし て、 第 28回

久慈市農業委員会議を終了させていただきます。  

ご苦労様でございました。ありがとうございました。  

 

閉会  14 時 30 分  


