
1 

第13回一関市農業委員会総会議事録 

告 示 年 月 日   平成28年９月23日 

告 示 番 号   第９号 

会 議 年 月 日   平成28年９月27日 

会 議 の 場 所   一関市川崎町 川崎農村環境改善センター 

出 席 委 員   別紙のとおり 

欠 席 委 員   別紙のとおり 

会議に出席した職

事 務 局 長  

局 長 補 佐  

企 画 係 長  

主 任 主 事  

永 井 正 博 

岩 渕 道 明 

佐 藤 桂 子 

千 葉 修 司

本 日 の 案 件   第13回一関市農業委員会総会提出議案のとおり 

開 会 時 刻   午後１時34分 

議    長  本日の出席委員は46名であります。 

 満場でもって、第13回一関市農業委員会総会を開会いたしま

す。 

議    長  行事報告につきましては、お手元に配布してある総会後の事務

連絡の資料に綴り込んであるとおりでございます。 

 ご了承願います。 

議    長  審議に入る前に、お諮りいたします。 

 議事録署名委員並びに書記の指名について、本職より指名する

ことにご異議ございませんか。 

       （異議なしの声あり） 

議    長  異議なしとのことですので、一関市農業委員会会議規程第13条

の規定により議事録署名委員に26番 千田 幹雄 委員、27番 千葉 

太郎 委員を指名いたします。 

 書記には、佐藤係長、千葉主任主事を指名いたします。 

議    長  議案審議に入ります。 

 「報告第30号 農政専門委員会の報告について」を上程いたし

ます。 

 一関市農業委員会会議規程第32条の規定により農政専門委員長

より報告願います。 

農政専門委員長  それでは、私の方から報告いたします。 
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石川誠司委員   お手元に本日配布しております報告第30号の資料をご覧願いま

す。 

 去る８月25日、川崎農村環境改善センター、多目的ホールにお

いて、第６回農政専門委員会を開催し、平成28年度市長への農政

課題に係る意見書について、農政専門委員長ほか20名により協議

いたしましたので、その結果をご報告いたします。 

 初めに、事務局からの次の説明がありました。 

 農業委員会法の改正により、農業委員会は関係行政機関に対し

て、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を

提出しなければならないとなったため、昨年まで建議書として提

出していましたが、今年度から意見書として提出すること、意見

書の内容も農地利用の最適化推進施策を重点項目として掲げ、先

に各農業委員方から募集した市長への意見については、昨年の建

議書の内容も踏まえて、次の７つの項目に分類し、構成すること

についてです。 

 その７つの項目につきましては、１として放射能汚染対策、２

として担い手及び経営対策、３として農地利用集積対策、４とし

て遊休農地の発生防止と解消対策、５として活力ある地域振興に

向けた対策、６として食の安全安心、食育の充実、最後に７とし

て農業委員会の体制整備です。 

 なお、市長への意見書の中には、国、県に関連する意見要望も

含まれたことから、改めて国、県への要望事項は項目として掲げ

ないこととしました。 

 協議では、それぞれの項目について意見を出していただき、表

現や字句等の修正などを行いました。 

 そのほかの主な意見や追加内容は以下のとおりとなっていま

す。 

 ①の放射能汚染対策については、除染作業終了後の畜産農家に

対して、収穫量や作業上の問題がないか実態調査と経営継続のた

めの支援、山菜については、基準を達成した品目、生産者ごとに

出荷制限解除に向けた支援を追加すること。 

 ②の担い手及び経営対策については、認定農業者の年齢層も高

いことを示して担い手育成の重要性を強く表すこと、生産振興対

策の項目として、米と小麦・大豆を別項目としないで、一つの項

目にまとめること。 

 ③の農地利用集積対策については、特に意見はありませんでし
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た。 

 ④の遊休農地の発生防止とその解消対策については、山間部の

畑の耕作放棄対策を強く入れるべきとの意見が出されました。 

 ⑤の活力ある地域振興に向けた対策では、現在行われている直

接支払い制度は、既に法制化されているので、制度の持続から充

実に向けて要望すること、鳥獣被害対策の強化に外来種の動植物

の対策を追加すること。 

 ⑥の食の安全安心、食育の充実では、食育は本来、家庭教育の

中で行うことが基本となるが、教育の一環として学校教育でも明

確に位置づけることを求めること。 

 ⑦の農業委員会の体制整備では、十分な人員の確保として、大

字単位の推進委員がほしいこと、以上の意見を踏まえ、原案を修

正の上、10月の総会において意見書（案）として提案し、審議い

ただくことといたしました。 

 以上、ご報告申し上げます。 

 ありがとうございました。 

議    長  石川委員長さん、ご苦労さまでした。 

 以上で「報告第30号」の説明を終わります。 

 この際、ご質問を受けたいと思います。 

 どなたかございませんか。 

 なければ、進めてよろしゅうございますね。 

      （なしの声あり） 

議    長  報告第30号の質疑を終わります。 

議    長  次に、「報告第31号 専決処分の報告について」を上程いたし

ます。 

 局長より説明いたさせます。 

局    長  それでは、１ページをお開き願います。 

 報告第31号、専決処分の報告についてご説明いたします。 

 農地法第３条の３第１項の規定による届け出について、別紙の

とおり専決処分をしたので、農地法関係事務処理要領の規定によ

り、これを報告するものでございます。 

 ２ページの専決処分書ですが、一関市農業委員会事務処理規程

第８条の規定により、次のとおり専決処分したものです。 

 専決処分の日は、平成28年９月15日であり、専決処分した内容

につきましては、先月の総会以後、相続に係る届け出に対し受理

と決定したもので、記載の第１号と第２号の２件、２名の方から
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の届け出でございます。 

 この専決処分につきましては「相続などにより、農業委員会の

許可を経ないで農地等の権利を取得」したことの届け出に対し、

「審査のうえ速やかに受理不受理を決定し、届け出者に対し通知

しなければならない。」と規定されていることから、その処理を

総会の審議を経ないで、会長において専決処分し、届け出者に対

し、それぞれ受理の通知をしたものです。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「報告第31号」の説明を終わります。 

 ご質問ございませんか。 

       （なしの声あり） 

議    長  なければ、報告第31号の質疑を終わります。 

議    長  次に、「報告第32号 農地現状変更届出の報告について」を上

程いたします。 

 局長より説明いたさせます。 

局    長  それでは、３ページをお開き願います。 

 報告第32号 農地現状変更届け出の報告について、その内容を

ご説明いたします。 

 このことにつきましては、農地現状変更届出指導要綱に基づく

届け出でありますが、記載の第１号と第２号の２件、３筆の現状

変更届出を受理したので、これを一関市農業委員会農地現状変更

届出指導要綱第４の規定に基づき、報告するものでございます。

 なお、それぞれの届出者には、届け出書受理後、審査のうえ現

状変更する農地に掲示する「農地現状変更届出済標」を交付して

いるほか、担当地域農業委員にも、それぞれ届け出の内容につい

て通知しております。 

 以上でございますが、それぞれの届け出に係る土地の所在地、

届け出人等につきましては記載のとおりで、変更の理由は、耕作

の利便性を図るための盛土が２件となっており、そのうち第２号

については、田を畑にするものであります。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「報告第32号」の説明を終わります。 

 質問ございませんか。 

       （なしの声あり） 

議    長  なければ、報告第32号の質疑を終わります。 

議    長  次に、「議案第80号 農地法第３条第１項の規定による許可申
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請に対する可否について」を上程いたします。 

 なお、説明は議案の朗読を省略いたします。 

 局長より説明いたさせます。 

局    長  それでは、議案第80号 農地法第３条第１項の規定による許可

申請に対する可否について、議案の内容をご説明いたします。 

 最初に一関地域に係る申請４件でございます。 

 ４ページをご覧願います。 

 第１号については、譲受人が経営規模拡大のため、新たに農地

を取得しようとするものであり、売買価格は記載のとおりとなっ

ております。 

 第２号と第３号についてですが、各当該農地はそれぞれ相手方

の自宅に近いことから、互いの農地を交換し利便性を図ろうとす

るものでございます。 

 次に、５ページをお開き願います。 

 第４号については、第３遊水地の市道付替工事に伴い、道路用

地として提供した土地の代替地として畑を取得しようとするもの

であります。 

 なお、交換される土地の地番は舞川字河岸197－１で、地目は

畑、面積は192㎡でございます 

 次に、花泉地域に係る申請１件でございます。 

 第５号についてですが、当該農地が譲受人の所有する水田の一

部となっており、これまでも耕作していたことから、その利便性

を図るため取得しようとするものであり、売買価格は記載のとお

りとなっております。 

 次に、東山地域に係る申請１件でございます。 

 第６号でございますが、譲渡人が当該農地を管理できない状況

にあり、譲受人が所有する水田に隣接していることから、経営規

模拡大のため当該農地を無償移転するものでございます。 

 次に、藤沢地域に係る申請１件でございます。 

 ６ページから８ページにかけてでございます。 

 第７号については、経営移譲年金継続受給のため再設定するも

ので、農業後継者の息子に対し引き続き使用貸借しようとするも

のです。 

 契約期間は、記載のとおり平成38年12月31日までの10年と３ヶ

月間となっております。 

 以上、７件は、いずれの申請についても農地法第３条第２項各
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号には該当しないため、許可要件を満たすと考えます 

 以上で、議案第80号の説明を終わります。 

議    長  以上で「議案第80号」の説明を終わります。 

 ただいまの説明に関連し、地域ごとに担当委員の方から現地調

査の結果及び補足の説明がある場合は、併せてお願いをいたしま

す。 

 まず、一関地域の担当委員の方、お願いいたします。 

21番      

佐々木久吉委員 

 農地法第３条現地調査報告書。 

 現地調査日、平成28年９月13日、火曜日、午後１時よりです。

 現地調査員、農業委員 佐々木、佐藤、千條、事務局職員、永

井局長、西巻主任主事、菊地主任でございます。 

 報告内容は、第１号～第４号について、別紙現地調査書のとお

り現地確認又は航空写真等により調査いたしました結果、いずれ

も効率的な利用が図られ周辺農地への影響等もないことから問題

ないと思われます。 

 以上でございます。 

議    長  ご苦労さまでした。 

 次に、花泉地域の担当委員の方、お願いいたします。 

45番      

佐々木敬治委員 

 花泉地域の農地法第３条現地調査報告をいたします。 

 調査日は28年９月９日、午前９時より、調査員として農業委員

渋谷、猪股、皆川、私 佐々木です。 

 支所職員として千葉産業経済課主任主事、藤江産業経済課主任

主事の６名で行ないました。 

 報告内容といたしまして、第５号について、別紙現地調査書の

とおり現地確認又は航空写真等により調査いたしました結果、効

率的な利用が図られ周辺農地への影響等もないことから問題ない

と思われます。 

 以上です。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、東山地域の担当委員の方、お願いいたします。 

20番      

千葉久壽郎委員 

 第３条の東山地域の現地調査報告をいたします。 

 調査日は９月９日、午前９時よりでございます。 

 調査員は吉田委員、千葉、私と事務局職員が菊地主任、支所職

員が小野寺産業経済課課長補佐でございます。 

 報告内容、第６号について、別紙現地調査書のとおり現地確認

又は航空写真等により調査いたしました結果、効率的な利用が図
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られ周辺農地への影響等もないことから問題ないと思われます。

 以上です。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、藤沢地域の担当委員の方、お願いいたします。 

33番     

畠山信吾委員 

 藤沢地域の農地法第３条現地調査報告を行ないます。 

 調査月日は平成28年９月９日、金曜日、午前９時より、調査員

は伊藤 勉 委員、佐藤 久仁子 委員、そして私 畠山の３名でご

ざいます。 

 支所職員といたしまして、佐藤 章子 産業経済課主査でござい

ます。 

 第７号につきまして、別紙現地調査書のとおり現地確認又は航

空写真等により調査いたしました結果、効率的な利用が図られ周

辺農地への影響等もないことから問題ないと思われます。 

 以上でございます。 

議    長  ご苦労さまでした。 

 以上で現地調査の結果及び補足説明を終わります。 

 審議願います。

       （なしの声あり） 

議    長  審議を打切り、採決してよいかお諮りいたします。

       （異議なしの声あり）

議    長  異議なしとのことですので、審議を打切り採決いたします。 

 「議案第80号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対

する可否について」、可とする方は挙手願います。

       （挙手満場）

議    長  挙手満場です。 

 よって、「議案第80号」を可と決します。 

議    長  次に、「議案第81号 農地転用事業計画変更申請に対する意見

について」を上程いたします。 

 なお、説明は議案の朗読を省略いたします。 

 局長補佐より説明いたさせます。 

局 長 補 佐  ９ページをお開き願います。 

 議案第81号 農地転用事業計画変更申請に対する意見について

の議案の内容についてご説明いたします。 

 次のとおり、農地転用事業計画変更申請書の提出がありました

ので、意見を求めるものでございます。 

 本議案に係る申請は、農地法第５条許可の変更に係る申請が１
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件で、一関地域に係るものでございます。 

 第１号は、平成28年５月16日付けで県の許可があったものです

が、当初予定していた駐車場への入口では急傾斜になることか

ら、隣接する農地を取得し、取得した農地及び水路から乗り入れ

できるように工事内容を変更して、期間を１年間延長するもので

ございます。 

 なお、拡張部分の農地については、５条許可申請書が提出され

ており、今月の５条議案において審議いただく予定となっており

ます。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「議案第81号」の説明を終わります。 

 審議願います。 

       （なしの声あり） 

議    長  審議を打切り、採決してよいかお諮りいたします。

       （異議なしの声あり）

議    長  異議なしとのことですので、審議を打切り採決いたします。 

 「議案第81号 農地転用事業計画変更申請に対する意見につい

て」を許可相当と決する方は挙手願います。

       （挙手満場）

議    長  挙手満場です。 

 よって、「議案第81号」を許可相当と決します。 

議    長  次に、「議案第82号 農地法第４条第１項の規定による許可申

請に対する意見について」を上程いたします。 

 局長補佐より説明いたさせます。 

局 長 補 佐  10ページをお開き願います。 

 議案第82号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対す

る意見についての議案の内容についてご説明いたします。 

 次のとおり、農地法第４条第１項の規定により許可申請書の提

出がありましたので、可否について意見を求めるものでございま

す。 

 本議案に係る申請は１件で、藤沢地域に係る申請でございま

す。 

 第１号は、申請人が太陽光発電パネルを設置したいので、畑

6,922㎡のうち1,334㎡を転用申請するものでございます。 

 農地区分は、第２種農地と判断いたしました。 

 なお、適用法令等を確認したところ、第４条第６項各号の規定
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に該当せず、いわゆる許可基準である一般基準及び立地基準を満

たしており、許可要件の全てを満たすと考えます。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「議案第82号」の説明を終わります。 

 ただいまの説明に関連し、藤沢地域の担当委員の方より現地調

査の結果について報告をお願いいたします。 

33番     

畠山信吾委員 

 藤沢地域の農地法第４条の現地調査報告をいたします。 

 現地調査日並びに調査員は第３条と同じでございます。 

 第１号として、申請人が太陽光発電パネルを設置する計画であ

り、排水は雨水のみであることから、周辺農地に影響はないと思

われます。 

 以上、報告を終わります。 

議    長  ありがとうございました。 

 以上で現地調査の結果についての説明を終わります。 

 審議願います。 

       （なしの声あり） 

議    長  審議を打切り、採決いたします。 

 「議案第82号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対

する意見について」を許可相当と決する方は挙手願います。 

       （挙手満場） 

議    長  挙手満場です。 

 よって、「議案第82号」を許可相当と決します。 

議    長  次に、「議案第83号 農地法第５条第１項の規定による許可申

請に対する意見について」を上程いたします。 

 議案の朗読を省略し、直ちに内容の説明をいたさせます。 

 局長補佐より説明いたさせます。 

局 長 補 佐  11ページをお開き願います。 

 議案第83号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対す

る意見についての議案の内容についてご説明いたします。 

 次のとおり、農地法第５条第１項の規定により許可申請書の提

出がありましたので、可否について意見を求めるものでございま

す。 

 本議案に係る申請は21件で、一関地域が７件、花泉地域が３

件、大東地域、千厩地域、室根地域が各１件、それから藤沢地域

が８件でございます。 

 第１号は、譲受人が太陽光発電パネルを設置したいので転用申
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請するものでございます。 

 農地区分は、第２種農地と判断いたしました。 

 第２号は、先ほど、農地転用事業計画変更申請において審議い

ただいたものですが、譲受人が駐車場の乗入口として利用したい

ので転用申請するものでございます。 

 農地区分は、都市計画区域内の準工業地域内に存在する農地で

あることから第３種農地と判断いたしました。 

 第３号は、譲受人が建売分譲したいので転用申請するものでご

ざいます。 

 農地区分は、都市計画区域内の第一種低層住居専用地域内に存

在する農地であることから第３種農地と判断いたしました。 

 12ページをお開き願います。 

 第４号と第５号は、譲受人が宅地分譲したいので転用申請する

ものでございます。 

 農地区分は、都市計画区域内の第一種中高層住居専用地域内に

存在する農地であることから第３種農地と判断いたしました。 

 第６号は、借受人が太陽光発電パネルを設置したいので、妻か

ら使用貸借して転用申請するものでございます。 

 農地区分は、第２種農地と判断いたしました。 

 第７号は、譲受人が共同住宅を建築したいので転用申請するも

のでございます。 

 農地区分は、第１種農地と判断されますが、住宅等の地域農業

の振興に資する施設として集落に接続して設置することから転用

に問題ないものと考えます。 

 第８号と第９号は、譲受人が太陽光発電パネルを設置したいの

で転用申請するものでございます。 

 農地区分は、第２種農地と判断いたしました。 

 14ページをお開き願います。 

 第10号は、譲受人が自己住宅を建築したいので、父から贈与を

受けて転用申請するものでございます。 

 農地区分は、ＪＲ東北本線清水原駅から300ｍ以内の約248ｍの

位置にある農地であり、第３種農地と判断いたしました。 

 第11号は、借受人が太陽光発電パネルを設置したいので転用申

請するものでございます。 

 農地区分は、第２種農地と判断いたしました。 

 第12号は、譲受人が自己住宅を建築したいので、妻の父から贈
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与を受けて転用申請するものでございます。 

 なお、農地区分は第１種農地と判断されますが、住宅等の地域

農業の振興に資する施設として集落に接続して設置することから

転用に問題ないものと考えます。 

 第13号は、譲受人が寺院の駐車場として利用したいので、寄付

を受けて転用申請するものでございます。 

 農地区分は、第２種農地と判断いたしました。 

 第14号から18ページの第21号までですが、借受人が北上川上流

曲田地区築堤盛土工事に伴う工事用仮設道路として利用したいの

で、関係者８人より田7,895.68㎡のうち3,193.46㎡を一時転用申

請するものでございます。 

 貸借期間は、許可日から平成29年３月31日までです。 

 農地区分は、農振農用地区域内に存在する農地であり、原則不

許可ですが、一時転用申請であり、事業終了後速やかに原状回復

が見込まれることから転用に問題はないと考えます。 

 なお、各申請の権利の種別や金額は記載のとおりでございま

す。 

 また、適用法令等を確認したところ、第５条第２項各号の規定

に該当せず、いわゆる許可基準である一般基準及び立地基準を満

たしており、許可要件の全てを満たすと考えます。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「議案第83号」の説明を終わります。 

 ただいまの説明に関連し、地域ごとに担当委員の方から現地調

査の結果についての報告をお願いいたします。 

 まず、一関地域の担当委員の方、お願いいたします。 

21番      

佐々木久吉委員 

 報告申し上げます。 

 農地法第５条現地調査報告書。 

 現地調査日、現地調査員は先ほどの第３条と同じでございま

す。 

 報告内容は、別紙農地転用等現地調査書により現地確認を行な

った結果、下記のとおり報告いたします。 

 申請人の方から説明申し上げていきます。 

 第１号、申請人が太陽光発電パネルを設置する計画であり、排

水は雨水のみであることから、周辺農地に影響はなく問題はない

と思われます。 

 第２号、申請人が平成28年５月16日に許可済みである駐車場の
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乗入口を変更して設置する計画であり、排水は雨水のみであるこ

とから、周辺農地に影響はなく問題はないと思われます。 

 第３号、申請人が建売分譲する計画であり、排水は公共下水道

への接続を予定していることから、周辺農地に影響はなく問題は

ないと思われます。 

 第４号、５号は12ページになります。 

 申請人が宅地分譲する計画であり、排水は公共下水道への接続

を予定としていることから、周辺農地に影響はなく問題はないと

思われます。 

 第６号、申請人が太陽光発電パネルを設置する計画であり、排

水は雨水のみであることから、周辺農地に影響はなく問題はない

と思われます。 

 第７号、申請人が共同住宅を建築する計画であり、排水は公共

下水道への接続を予定としていることから、周辺農地に影響はな

く問題はないと思われます。 

 以上でございます。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、花泉地域の担当委員の方、お願いいたします。 

45番      

佐々木敬治委員 

 農地法第５条現地調査を報告いたします。 

 調査日、調査員は第３条と同じですので省略いたします。 

 報告内容、現地確認による調査結果を、下記及び別紙農地転用

等調査書のとおり報告いたします。 

 第８号、申請人が太陽光発電パネルを設置しようとするもので

あり、周辺農地に影響はなく転用に問題はないと思われます。 

 第９号、申請人が太陽光発電パネルを設置しようとするもので

あり、周辺農地に影響はなく転用に問題はないと思われます。 

 第10号、申請人が自己住宅を建築しようとするものであり、排

水は合併浄化槽の設置を予定していることから、周辺農地に影響

はなく転用に問題はないと思われます。 

 以上です。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、大東地域の担当委員の方、お願いいたします。 

４番     

小山悦郎委員 

 農地法第５条現地調査報告書、大東地域。 

 現地調査日、平成28年９月９日、午前10時より、現地調査員、

農業委員 小山 悦郎、それから鈴木委員、南浦委員、事務局職員

菊地 宏 主任、支所職員 白沢 研一 産業経済課主任主事。 
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 報告内容、第11号、申請人が太陽光発電パネルを設置する計画

であり、排水は雨水のみであることから、周辺農地に影響はなく

問題はないと思われます。 

 以上です。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、千厩地域の担当委員の方、お願いいたします。 

27番     

千葉太郎委員 

 千厩地域の農地法第５条現地調査報告書。 

 現地調査日は、平成28年９月９日、金曜日、午前９時より、現

地調査員、農業委員 佐藤 繁、藤野 眞喜、千葉、事務局職員 岩

渕局長補佐、支所職員 小野産業経済課課長補佐。 

 報告内容、現地確認による調査結果を、下記のとおり報告いた

します。 

 第12号について、申請地は、ＪＲ千厩駅から北に約3.5㎞の位

置にあり、東・北側が農地、西側が宅地、南側が市道となってい

る。 

 申請人が自己住宅を建築する計画であり、排水は合併浄化槽の

設置を予定していることから、周辺農地への影響はないと思われ

ます。 

 以上です。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、室根地域の担当委員の方、お願いいたします。 

10番     

芳賀武郎委員 

 農地法第５条現地調査報告、室根地域。 

 現地調査日は平成28年９月９日、午前９時より、調査員、農業

委員 千葉、芳賀委員です。 

 支所職員、鎌田産業経済課主査。 

 報告内容、申請地は、市役所室根支所より南東に約2.5㎞の位

置にあり、東側が水路、西・南側が道となっている。 

 申請人が寺院の駐車場として利用する計画であり、排水は雨水

のみであることから、周辺農地に影響はなく転用に問題はないと

思われます。 

 以上です。 

議    長  ご苦労さまでした。 

 次に、藤沢地域の担当委員の方、お願いいたします。 

33番     

畠山信吾委員 

 藤沢地域の農地法第５条現地調査報告を行ないます。 

 調査日、調査員につきましては、先ほどの第３条、第４条と同

じでございます。 
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 第14号～21号につきまして、いずれも築堤盛土工事に伴う工事

用仮設道路として一時的に利用する計画であり、事業完了後は速

やかに現状復旧するものであることから、周辺農地に影響はない

ものと思われます。 

 なお、本計画は国土交通省発注の北上川上流曲田地区築堤盛土

工事によるものでございます。 

 以上、報告を終わります。 

議    長  ありがとうございました。 

 以上で現地調査の結果についての報告を終わります。 

 審議願います。 

 質疑ございませんか。 

17番    

小山浩委員 

 ４番、５番、業者が同じなんですが、その前に地番が50番、51

番の前に49番地、萩荘字川崎49番地が４月15日に農転許可なって

いるんですが、業者さんは同じですか。 

局 長 補 佐  別な業者がいるんです。 

議    長  ほかにございませんか。 

23番    

伊藤勉委員 

 11番の太陽光なんですけれども、実際、太陽光パネル2,910枚

で4,700㎡ですよね。 

 それに対して３筆で14,217.00㎡になっていますけれども、単

純に１筆では無理としても、これは２筆くらいでやれないのかな

と単純に思ったんですけれども、配置が難しいんでしょうか、ど

ういうところでしょうか。 

局 長 補 佐  すみません、一旦確認させていただきましてご返事申し上げた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

23番    

伊藤勉委員 

 大体、太陽光の場合は設置面積より周りの面積がかなり大きく

取っているところもありますので、その辺も含めて出してほし

い。 

議    長  調査のうえ回答させます。 

34番     

石川誠司委員 

 14ページの11番に続いて、特にお伺いしたいと思います。 

 ほかの件にも触れるかと思いますけれども、この太陽光パネル

を設置するという、その申請許可のとき、前にもあったんです

が、花泉地域で豚舎建設のとき、建物なんかも図面も提出されま

した。 

 その太陽光発電については、そういう詳しい平面図なり立面図

なり、その土地状況に応じた図面がやはり提出されるべきだと思

っております。 
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 というのは、その14ページの11番、私の住んでいる地域ではご

ざいますが、皆さん、この申請図の21ページ、22ページをご覧い

ただけないでしょうか。 

 図面の方です。 

 ５条の11号、大東、付近図というのが21ページにございまし

て、この地形図を見ると、両方開いて22ページも見てもらえばわ

かるんですが、申請地が66－４、66－３、33－１というように細

長くなっておりまして、この細長くなっているというのは、要す

るに東と西に馬の背のような状態になっているところでございま

す。 

 そして、我々農業委員は、農地に関して安全でよければよいと

いうわけではないと思います。 

 というのは、そういう状況から、一番下の33－１の畑の下がこ

の土地の所有者さんのお家でございます。 

 今から約40年前にもここの３筆が草地造成されたとき、甚大な

被害を被って、この宅地にも土砂が流れ込んだ経緯がございま

す。 

 私どもも行って、一日ではその土砂撤去が終わらなかったこと

を今も思い出されるところでございまして、そして両方に私道な

りお互いの宅地への門口がございます。 

 東の方は途中までは舗装、それから上は砂利道、西の方は下か

ら上まで砂利道でございまして、ちょっと大雨が降ると、この基

盤整備した田んぼの方に土砂が流れ込むというような状況でござ

います。 

 昨今、もう何年かは想定外という、要するに大雨が降っており

ます。 

 そのとき、ようやく草が茂って土砂崩れがなくなったかなと思

っておりました。 

 私たちもこの場所で菜の花を栽培して搾油をしたことがござい

ます。 

 コンバインは横には歩けない、要するに一方向、縦方向にしか

歩けないというような状態で、常に水平を保たなければいけな

い、要するに収穫は困難というふうな急傾斜地でございました。

 ので、これからはそういう、先ほど冒頭に申したような、そう

いう諸々の太陽光発電に関しては図面、それから周辺のあらゆる

被害状況が本当にないのか、宅地等の被害がないのかも調べる必
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要があるのではないかなと感じたので、一応質問申し上げた次第

です。 

局    長  今、お話のありました雨水処理の問題とか、そういった部分も

含めまして、この案件については再度調査をさせていただくとい

うことで、本日の案件からは外させていただくということでいか

がでございましょうか。 

 先ほど、勉委員さんからも面積の関係もございましたので、そ

れらも併せて、説明理由は本日説明いたします。 

34番     

石川誠司委員 

 わかりました。 

 よろしくお願いします。 

議    長  ほかに質問ございませんか。 

40番     

皆川清喜委員 

 ４と５号で申請面積と施設の面積が違っている。 

 申請が約１反で宅地分譲が１反半ですけれども、わからないの

でご説明願います。 

局 長 補 佐  これにつきましては、４号、５号の面積を合わせて、一つとし

てこの施設等の方に書いております。 

 それから、先ほどの11号にかかわる面積の関係についてのパネ

ルの設置の関係でございますけれども、やはりここは、先ほどち

ょっとお話ありましたように、急傾斜地のところに太陽光パネル

を置くということでございますので、あまり急でないところを選

んでパネルを設置するというようなことで、その面積が結構食っ

ているというような状況になっているようでございます。 

 それから、被害防除というか、被害を防ぐ方策というか、そう

いうふうなものにつきましては、特には考えていないというよう

なことでございました。 

 以上でございます。 

議    長  よろしゅうございますか。 

 ほかにございませんか。 

       （なしの声あり） 

議    長  それでは、質疑はこの辺で打ち切ります。 

 11番を除き採決をいたしたいと思います。 

 「議案第83号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対

する意見について」、11番を除き許可相当と決する方は挙手願い

ます。 

       （挙手満場） 

議    長  挙手満場です。 
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 よって、「議案第83号」は、11番を除き許可相当と決します。

議    長  次に、「議案第84号 一関市農用地利用集積計画の決定につい

て」を上程いたします。 

 朗読を省略し、直ちに内容の説明をいたさせます。 

 局長補佐。 

局 長 補 佐  19ページをお開き願います。 

 議案第84号 一関市農用地利用集積計画の決定についての議案

の内容についてご説明いたします。 

 一関市長より、一関市農用地利用集積計画書の提出がありまし

たので、農業経営基盤強化促進法第18条第１項の規定に基づき議

決を求めるものでございます。 

 21ページをお開き願います。 

 本議案に係る申請は、所有権移転が１件、それから農地中間管

理事業に係る貸借で集団案件が53件でございます。 

 初めに所有権移転でございますが、第１号は一関地域に係る申

請でございます。 

 農地中間管理事業特例事業によるものでございます。 

 22ページをお開き願います。 

 次に農地中間管理事業に係る貸借の集団案件でございますが、

第１号から28ページの第53号までは、室根地域に係る申請でござ

います。 

 以上、各申請の詳細につきましては記載のとおりですのでご覧

願います。 

 また、以上の計画の内容は、農業経営基盤強化促進法第18条第

３項の要件である「集積計画の内容が基本構想に適合するもので

あること」、「利用権の設定を受けた後において要件を満たして

いること」の各要件を満たしております。 

 以上で説明を終わります。 

議    長  以上で「議案第84号」の説明を終わります。 

 審議願います。 

 質疑ございませんか。 

       （なしの声あり） 

議    長  審議を打切り、採決してよいかお諮りいたします。 

       （異議なしの声あり） 

議    長  異議なしとのことですので、審議を打切り採決いたします。 

 「議案第84号 一関市農用地利用集積計画の決定について」を
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可と決する方は挙手願います。

       （挙手満場）

議    長  挙手満場です。 

 よって、「議案第84号」は可と決します。 

議    長  次に、「議案第85号 農地法の適用外であることの証明願に対

する可否について」を上程いたします。 

 説明は議案の朗読を省略いたします。 

 局長補佐より説明いたさせます。 

局 長 補 佐  29ページをお開き願います。 

 議案第85号 農地法の適用外であることの証明願に対する可否

についての議案の内容についてご説明いたします。 

 次のとおり、農地法の適用外証明願の提出がありましたので、

可否についての決定を求めるものでございます。 

 本議案に係る申請は８件で、一関地域、花泉地域がそれぞれ２

件、それから千厩地域、室根地域、川崎地域、藤沢地域がそれぞ

れ１件でございます。 

 申請の内容については、31ページまで記載してありますのでご

覧願います。 

 いずれの案件も、農地以外になってから20年以上経過または農

地として管理されておらず、農地として復旧することが困難とな

っていることから農地性は失われております。 

 以上で、説明を終わります。 

議    長  以上で「議案第85号」の説明を終わります。 

 ただいまの説明に関連し、地域ごとに担当委員の方から現地調

査の結果についての報告をお願いいたします。

 まず、一関地域の担当委員の方、お願いいたします。 

21番      

佐々木久吉委員 

 それでは、報告申し上げます。 

 適用外現地調査報告書。 

 調査日、調査員は３条、５条と同じでございます。 

 報告内容、別紙農地転用等現地調査書により現地確認を行なっ

た結果、下記のとおり問題ないと思われますので報告いたしま

す。 

 第１号、申請地は、一関インターから西に約3.6㎞の位置にあ

り、周囲は東側が原野、西側が私道、南側が山林、北側が宅地と

なっている。 

 平成４年頃から物置として利用しており、既に農地性は失われ
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ている。 

 第２号、申請地は、一関インターから北東に約330ｍの位置に

あり、周囲は東・西側が雑種地、南側が宅地、北側が市道となっ

ている。 

 平成５年頃から駐車場として利用されており、既に農地性は失

われている。 

 以上でございます。 

議    長  ご苦労さまでした。 

 次に、花泉地域の担当委員の方、お願いいたします。 

45番      

佐々木敬治委員 

 適用外現地調査報告を行ないます。 

 調査日、調査員は第３条、第５条と同じでございます。 

 報告内容として、別紙農地転用等現地調査書により現地確認を

行なった結果、第３号、平成７年頃から作業用通路、隣地の宅地

の庭として利用しており、既に農地性は失われている。 

 第４号、平成５年頃から倉庫、作業小屋を建築し、現在は離れ

としても利用されており、既に農地性は失われている。 

 以上です 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、千厩地域の担当委員の方、お願いいたします。 

27番     

千葉太郎委員 

 千厩地域の現地調査報告をいたします。 

 調査日、調査員は５条と同じなので省略させていただきます。

 報告内容、別紙農地転用等現地調査書により現地確認を行なっ

た結果、下記のとおり問題ないと思われますので報告いたしま

す。 

 第５号について、申請地は、市役所千厩支所から南に1.6㎞の

位置にあり、周囲は東・南・北側が農地、西側が雑種地となって

いる。 

 平成７年頃から耕作管理ができず原野化しており、既に農地性

は失われています。 

 以上です。 

議    長  ありがとうございました。 

 次に、室根地域の担当委員の方、お願いいたします。 

10番     

芳賀武郎委員 

 適用外現地調査報告書、室根地域。 

 調査日、調査員は５条と同じでございますので省略させていた

だきます。 

 報告内容、別紙農地転用等現地調査書により現地確認を行なっ
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た結果、下記のとおり問題ないと思われますので報告いたしま

す。 

 第６号、申請地は、室根支所から南に約10.6㎞の位置にあり、

周囲は下川原９－１については東・北側が農地、西側が県道、南

側が宅地であり、下川原９－２については東側が県道、西側が山

林となっている。 

 昭和63年頃から隣接する会社の木材置場や従業員駐車場として

利用しており、既に農地性は失われております。 

 以上でございます。 

議    長  ご苦労さまでした。 

 次に、川崎地域の担当委員の方、お願いいたします。 

28番     

伊藤弘志委員 

 適用外現地調査報告書、川崎地域。 

 現地調査日、平成28年９月９日、午前９時30分より、現地調査

員、農業委員 伊藤、遠藤、支所職員 橋本産業経済課商業観光係

長。 

 報告内容、別紙農地転用等現地調査書により現地確認を行なっ

た結果、下記のとおり問題ないと思われますので報告いたしま

す。 

 第７号、申請地は、市役所川崎支所から東に2.6㎞の位置にあ

り、周囲は東側が道、西側が公衆用道路、南・北側が農地となっ

ている。 

 平成４年頃に千厩川大規模改修により付近が河川となり、土砂

等が置かれ、農地として利用できなくなったことから、既に農地

性は失われている。 

 以上で報告を終わります。 

議    長  ありがとうございました。 

 藤沢地域の担当委員の方、お願いいたします。 

33番     

畠山信吾委員 

 藤沢地域の適用外現地調査の報告をいたします。 

 調査日、調査員につきましては３条、４条、５条と同じでござ

います。 

 第８号についてでございます。 

 昭和61年頃から宅地への専用通路敷及び車庫として利用してお

り、既に農地性は失われているものでございます。 

 以上、報告を終わります。 

議    長  ありがとうございました。 

 以上で現地調査の結果及び補足説明を終わります。 
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 審議願います。 

       （なしの声あり） 

議    長  審議を打切り、採決してよいかお諮りいたします。 

      （異議なしの声あり） 

議    長  異議なしとのことですので、審議を打切り採決いたします。 

 「議案第85号 農地法の適用外であることの証明願に対する可

否について」を可と決する方は挙手願います。 

       （挙手満場）

議    長  挙手満場です。 

 よって、「議案第85号」を可と決します。 

議    長  次に、「議案第86号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本

的な構想の変更に係る意見について」を上程いたします。 

 局長より説明いたさせます。 

局    長  それでは、32ページをご覧願います。 

 議案第86号「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

の変更に係る意見について」でありますが、一関市長より、別紙

のとおり「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変

更について」協議がありましたので、意見の決定を求めるもので

ございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。 

 次のページは、市長から意見聴取について、依頼された協議文

書でございます。 

 なお、本日は、一関市農林部農政課の職員に総会への出席を要

請してございますので、その内容については、農政課の職員より

説明していただきますので、ご了承いただきたいと思います。 

 また、議案とは別に、参考資料として、今回の変更内容の概要

と新旧対照表を送付しておりますので、そちらもご覧いただきな

がら、よろしくお願いしたいと思います。 

農政課課長補佐 

兼農政企画係長 

 農政課課長補佐兼農政企画係長の鵜浦でございます。 

 農業委員の皆様におかれましては、日頃より農業行政にご協力

を賜りまして大変ありがとうございます。 

 本日は、私と岩渕主任主事、同席しております。 

 内容につきましては、岩渕主任主事より説明をさせていただき

たいと思います。 

農政企画係  農政企画係の岩渕と申します。 

 本日はお忙しいところ、お時間をいただきまして、ありがとう
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ございます。 

 この基本的な構想ですが、農業経営基盤強化促進法によって市

町村が定めることができるとされているものです。 

 一関市では平成18年８月に、合併後ですが、策定し、その後、

三度変更しております。 

 前回は平成26年９月に変更をしております。 

 この基本的な構想を変更する場合ですが、農業者その他の関係

者の意見が反映されるためにも必要な措置を講ずることとされて

おりますので、本日の農業委員会総会でご意見を伺うものです。

 別冊の議案第86号説明資料をご覧ください。 

 １枚めくっていただきまして、今回、変更を行う内容ですが、

同じく農業経営基盤強化促進法によって県が定めている基本方針

について、平成28年４月に変更があったことから、その内容に沿

って市も基本的な構想を変更するものです。 

 この県の変更は定期的な見直しとなります。 

 第１として、農業経営基盤の強化の促進に関する目標を36ペー

ジから38ページ、議案ですね、議案の36ページから38ページまで

記載しております。 

 この中では、一関市の農業の概要、目指すべき農業経営の指

標、目標の実現に向けた取り組みや支援について、内容を記載し

ております。 

 今回の主な変更ですが、36ページにおいて、国の「食料・農

業・農村基本計画」の策定を踏まえた内容に変更しております。

 また、37ページの（４）において、地域農業を牽引する経営体

を「リーディング経営体」として定義づけまして、内容を追加し

ております。 

 次に、第２として、営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経

営の指標を38ページから39ページに記載しております。 

 この中では、農業者の年間所得目標、労働時間を達成するため

の、年間所得目標と労働時間などを達成するための経営規模や生

産方式の指標、経営管理の方法等の指標について内容を記載して

おります。 

 主な変更ですが、39ページの（４）において、新たに農業経営

を行う青年等を定義づけまして、営農類型を新たに設けておりま

す。 

 なお、営農類型ごとの年間所得目標につきましては、全体の。
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17番      

小山浩委員 

（４）はどこにあるのですか、39ページ。 

議    長  基本構想の概要書ではなく議案書の方です。 

 議案書で綴り込んであるもの。 

17番     

小山浩委員 

 議案書の39ページの一番上のかということなんですけれども。

農政企画係  そうですね、失礼しました。 

 申し訳ありません。 

 概要書の方と議案書、行ったり来たりしまして申し訳ありませ

ん。 

議    長  皆さん、よろしゅうございますか。 

 進めてください。 

農政企画係  それでは、議案書をご覧ください。 

 主な変更ですが、39ページの（４）において、新たに農業経営

を行う青年等を定義づけまして、営農類型を設けております。 

 なお、営農類型ごとの年間所得目標については、前回と変更は

ございません。 

 ただし、目標を達成するための経営規模等につきましては、別

表の中で見直しを行っております。 

 こちらにつきましては後ほど説明いたします。 

 次に、第３として、40ページから41ページ、利用の集積に関す

る目標、利用関係の改善に関する事項を記載しております。 

 この中では、利用集積面積の目標、利用関係の改善に向けた取

り組みについて記載しております。 

 主な変更ですが、40ページの１、（１）において、平成32年度

までに、前回は平成32年度までに65％の利用集積目標だったもの

を、平成37年度までに85％の利用集積目標とするものに変更して

おります。 

 これは、県で定めている基本方針の中で、県の広域振興局管内

の目標が85％としてあることから整合性を図ったものです。 

 次に、41ページから51ページまでですが、第４と第５として農

業経営基盤強化促進事業に関する事項と農地利用集積円滑化事業

に関する事項を記載しております。 

 この中では、市が取り組む農業経営基盤の強化の促進に向けた

事業の内容について記載しております。 

 主な変更ですが、41ページの⑦と50ページの７において、農地
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中間管理事業の範囲を追加しております。 

 第６につきましてはその他ですので、説明は省略させていただ

きます。 

 最後に、別表１から４として、52ページから59ページですが、

年間所得目標を達成するための営農類型ごとの経営規模等を記載

しております。 

 この経営規模等につきましては、県の農林振興センター及び農

業改良普及センターと協議を行い、県の基本方針で定めている営

農類型のほか、市で作付している作物の営農類型を加えた形で提

示しております。 

 以上で、簡単ではございますが、説明を終わります。 

議    長  一応説明が終わりました。 

 説明が終わりましたところで審議をいただきたいと思います。

 ご質問承ります。 

 なお、申し上げますが、あらかじめ議案書は事前配布をしてお

りますので、整合性のある質問をお願いしたいと思います。 

 それでは20番、千葉委員から。 

20番      

千葉久壽郎委員 

 今の説明の中で、県の方針、営農形態の分類化は、県のものを

主に参考にしているということでしたけれども、そのあとで自分

たちで事務方としてやって、80％という数字もですけれども、集

積率、これの目標とか営農体系でのあれが自分の方にはどれぐら

い合っているのかなと思って書いたのかなということをお聞きし

たい、まず大体このぐらいはいくだろうなというのは、85だから

80ぐらいはいくだろうなと思って書いたのだというような感じ

が、思っているのか、もっとできるのかという、その辺を。 

 なぜかというと、県を参考、参考というふうになれば、ちょっ

と自分たちの目標というのもあるべきだと思いますので、その辺

のところ、あまり乖離がありすぎるのかどうか。 

 あと、この概要書の中で、今まで各農業団体も個別にして名前

を書いていますけれども、今回は全部、関係団体とか関連団体と

かうたっているので、その字だけで掲げていくのか、農業団体で

あれば、そのまま県の組織が変わってきているから、他の団体、

共済とか、そういうふうに変わってきてるところは仕方ないこと

だと思うんですけれども、これはその根拠によっては農業関連団

体と書いてあるのが、前のものを見ると、様々書いているのもあ

るし、次のときの関連団体と同じ字が書いてあっても違う団体の
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方に書いてある、全部関連団体というとそれが全部該当するのか

どうかということも知りたいというふうに思います。 

議    長  とりあえず無理なら、持ち帰っていいのではないですか。 

20番      

千葉久壽郎委員 

 まず、そういうところ、同じようにやるのかなと、ページ数で

言うと、最後の方に関係機関、関連団体、それが前だと関連団体

というと普及センターが入っていたり、共済が入っていたりする

んですけれども、今回はそれがどういうふうに合わさるのでしょ

うか。 

 関連といえば全部、この団体が入りますよということをわかる

ようにしてもらえば楽なんだけれども。 

農政企画係  委員さんがおっしゃるとおり、85％というのは非常に厳しい数

字になると思います。 

 平成32年度が65％という目標になっておりますが、その数字に

つきましても達成できるかどうか厳しい数字になります。 

 それから、概要書の中身につきまして、関連団体につきまして

は、委員さんのおっしゃるとおり、前回はそれぞれの組織につき

まして記載していたところですが、この概要書、基本的な構想も

変更になったり、いろいろの機関の名称が変わったり、組織の統

合等がありまして、なかなか整合性が取りづらいというところが

ありまして、今回このような表記になりました。ただ、それがわ

かりづらいということであれば、関連団体という表記ではなく

て、各々ということで明記したいと思います。 

議    長  よろしゅうございますか。 

17番    

小山委員浩 

 今言われたように、あまりにも数値にしても何にしても全てか

け離れすぎていると思います。 

 国とか県とか、実際にご自身で検討、調査されて、机上の空論

ですよね、実際にそれでやっていらっしゃる方がいるのかどう

か、私、それを聞きたいですよ。 

 ですから、今、会長おっしゃったように、持ち帰って検討して

みてください。 

 持ち帰って検討されますか。 

議    長  小山さん、営農類型についてですね。 

 何を言おうとしているのか。 

17番    

小山委員浩 

 ２町５反歩とか、そういう数字が上がってきていますけれど

も。 

議    長  ですから、営農類型の議論ですよね。 
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17番    

小山委員浩 

 はい、そうです。 

議    長  そのことを話してください。 

農政企画係  営農類型の見出しにつきましては、県の営農類型と市の営農類

型を加えたものでありますが、この根拠といたしましては、市に

認定農業者、農業経営改善計画が出されておりますが、その農業

経営改善計画をもとにした数字になります。 

 その目標に年間所得目標、達成できる数値に調整を加えた数字

になります。 

農政課課長補佐 

兼農政企画係長 

 今、お答えしたとおりではあるんですけれども、内容について

は再度こちらの方を持ち帰る形ではやりたいと思いますが、あく

まで目標とする所得等を達成するための面積というふうな形にな

っておりますので、ちょっと現実とはというところがあるかもし

れませんが、その辺を考慮した形の目標というふうな形でござい

ます。 

議    長  ほかにございませんか。 

30番     

遠藤勝幸委員 

 基本的な構想の原案について云々かんぬんではないんですが、

前回もこういうふうな構想があったと思うんですが、実際にこの

構想を具現化させるためにどのような方策をしているのかという

のをお聞きしたいです。 

 実際にこういうふうになればすばらしいなというふうに思うん

ですが、そのために市としてはどのような方策を、どのような手

段を講じているのかということを、ちょっとこの審議とはちょっ

とかけ離れますけれども、その辺を教えていただければいいなと

思います。 

農政課課長補佐 

兼農政企画係長 

 なかなか、これだけをやれば達成できるというふうな形のもの

はなかなか厳しい状況ではございますので、市としても担い手関

連の各種の施策、育成関係、あるいは機械の導入等の各種補助、

そうですね、国、県等の事業等を使いまして、この目標値を達成

するような形での取り組みは進めているところではございます

が、なかなかすぐに目標値を達成できるかと言われますと、それ

についてはなかなか厳しいところはございますので、市の方でも

そういう施策を活用しながら進めてまいっているという状況でご

ざいます。 

 ちょっと漠然とした形での話でございますが。 

30番      大変苦労しているというふうなことはわかるんですが、やはり
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遠藤勝幸委員 これの構想をブレイクダウンして、営農なり営農形態にどのよう

な、集約したり機械をというふうな形で、それぞれのところでや

はりブレイクダウンして、どういうふうなことが一番求められて

いるのかというふうなことを、もう少しブレイクダウンして具現

化していただきたい。 

 例えば、農業委員会におきましても、農地の集積とか集約とい

うふうなことが出てきます。 

 実際に行われているかというと、基盤整備と絡めて、この工事

で御破算になりますよというふうな形で初めてそこで利用集積、

利用調整なり利用集積というふうなことが行われています。 

 それは、そのほかのところにおいても点在している田畑がある

わけです。 

 それを集約するだけでも耕作に利便性が生まれると思います、

基盤整備しなくてもですね。 

 そのような働きかけをやはりしなければいけないし、と思って

いるのですが、なかなか、やはり地権者の合意とか何とかとある

んでしょうけれども、やはりそのきっかけをつくるところをつく

っていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

議    長  遠藤さんの発言は市に対する要望としてしっかりと伝えていた

だくという、農業委員会の声であるということでよろしいです

か。 

 なお、農政懇談会での市長との関係部課長たちとの懇談会も追

って予定しておりますので、その席でじゃんじゃん発言をお願い

したいと思います。 

 ほかにございませんか。 

22番     

木村修一委員 

 集落型の農業法人についてなんですが、これはどういった田ん

ぼといいますか、例えば基盤整備をした田んぼなのか、あるいは

中山間地域の田んぼを想定されているのか、この資料を見ますと

集落型の年間所得が400万以下というふうに見るんですが、農業

法人だと400万円の所得があるというふうに解釈してよろしいの

か、収入から差し引いた所得が400万円というふうに理解してい

いのか、そのくらい本当に所得が出るものかどうか、ちょっとそ

の辺、説明してください。 

 ２枚目の資料。 

農政企画係  集落型農業法人の内容につきましては、議案書の38ページです
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が、下の方に１の（３）として、集落型の農業法人として記載し

ております。 

 この中では、主たる従事者２人が中心となりまして、30～40ｈ

ａの営農規模で、集落営農の発展を目指す農業法人の営業類型と

しております。 

 委員さんのご質問にありましても、基盤整備後の農地を想定し

ております。 

 こちらの農業法人の営農類型につきましては、県の営農類型を

参考に提示しております。 

 集落型農業法人が一つ一つ違うものですから、なかなか市とし

て独自の営農類型を設けるというのは難しいこともありまして、

県の営農類型をそのまま使っております。 

 あと所得ですが、②といたしまして、主たる従事者が年間所得

おおむね400万円に到達する体系としております。 

 年間所得です。 

22番     

木村修一委員 

 主たる従業員の給料が400万円なのか。 

 それとも、農業法人としての所得が400万円なのか。 

農政企画係  こちらにつきましては、あくまでも主たる従事者２人を想定し

ておりまして、２人が400万円ずつの所得になる。 

22番     

木村修一委員 

 そうすると、800万円。 

農政企画係  そのとおりです。 

議    長  ほかにございませんか。 

34番     

石川誠司委員 

 先ほど来お話をお聞きしておりますと、岩手県の何々とか、認

定農業者の何々とか、結構そういう文言が多かったと思います。

 というのは、やはりそういう文言も大切なのですけれども、

今、テレビ等を見ておりますと、要するにビッグデータ、それが

ビッグデータで一関版とか農林業センサスの活用はどうなってい

るか、今後そういうものも利用していったらもっといいのではな

いかと思って発言しました。 

農政課課長補佐 

兼農政企画係長 

 そのようなデータを活用させて、今後ともこちらの方に反映さ

せてまいりたいと思います。 

議    長  ほかにございませんか。 

       （なしの声あり）

議    長  なければ、審議を打切り、採決をいたしたいと思います。 

 「議案第86号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構
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想の変更に係る意見について」を可と決する方は挙手願います。

       （挙手満場） 

議    長  挙手満場です。 

 よって、「議案第86号」を可と決します。 

議    長  以上で全議案が終了いたしました。 

 第13回一関市農業委員会総会を閉会といたします。 

 ご苦労さまでした。 

  （午後３時６分閉会） 

以上 議事録の記載に相違ないことを証するため、ここに署名捺印をする。

議  長

署名委員

署名委員


