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議案第１５号  農地法適用外証明願について 

番 号 申 請 人 申 請 の 土 地 地 目 面積（㎡） 転用の時期 備      考 

１５ 

１１１１１１１１１１ 

 

１１１１１１１１ 

安渡二丁目・・・・、・・・・、・・・・ 

（安渡地区・・……………….） 

畑 

（現況：宅地） 

111 

（登記簿：112） 

平成 23 年３月 11 日 より

現在 

当該地は、東日本大震災により被災した後に、大槌町安渡地区区画整理

事業により宅地化された土地であるが、今回、住宅を建設するにあたり、

地目が「畑」のままであったため、今回申請した。 

１６ 

１１１１１１１１１１ 

 

１１１１１１１１ 

大槌第６地割１１１１１１１１１ 
畑 

（現況：雑種地） 
2,753 平成５年頃より現在 

コンクリートブロック、型枠等の資材置場として利用されたまま現在に

至った。地目変更手続きが必要であることを知らなかったため、今回申

請した。 

議案第１６号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項に係る利用権設定について 

番 号 設定を受ける者 設定する者 利用権を設定する土地 地 目 面積（㎡） 設定する利用権 当事者の法律関係 利用内容 期 間 備    考 

１ 

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 

 

１１１１１１１１１ 

 

１１１１１１１１ 

大槌第３地割・・・・、・・・・、 

・・・・ 

 

大槌第５地割・・・・    

田 7,804 賃借権 賃貸借 水田 10年 

(自)平成 30年 12月 4日 

(至)平成 40年 12月 3日 

・新規設定 

２ 

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 

１１１１１１１１１１ 

 

１１１１１１１１ 

大槌第５地割・・・・ 、・・・・、 

・・・・ 
田 5,772 賃借権 賃貸借 水田 10年 

(自)平成 30年 12月 4日 

(至)平成 40年 12月 3日 

・新規設定 

３ 

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 

１１１１１１１１１１ 

 

１１１１１１１１ 

大槌第５地割・・・・   、 

・・・・ 
田 2,865 賃借権 賃貸借 水田 10年 

(自)平成 30年 12月 4日 

(至)平成 40年 12月 3日 

・新規設定 

４ 

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 

１１１１１１１１１１ 

 

１１１１１１１１ 

大槌第５地割・・・・    田 
 

2,963 
賃借権 賃貸借 水田 10年 

(自)平成 30年 12月 4日 

(至)平成 40年 12月 3日 

・新規設定 

５ 

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 

１１１１１１１１１１ 

 

１１１１１１１１ 

大槌第９地割・・・・   、 

・・・ 
田 3,937 賃借権 賃貸借 水田 10年 

(自)平成 30年 12月 4日 

(至)平成 40年 12月 3日 

・新規設定 

６ 

 

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 

 

１１１１１１１１１１ 

 

１１１１１１１１ 

大槌第６地割・・・・   、 

・・・、・・・ 

 

大槌第７地割・・・・   、 

・・・ 

田 

8,044 

（10,988の

うち） 

賃借権 賃貸借 水田 10年 

(自)平成 30年 12月 4日 

(至)平成 40年 12月 3日 

・新規設定 

７ 

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 

１１１１１１１１１１ 

 

１１１１１１１１ 

大槌第 22地割・・・・    田 2,377 賃借権 賃貸借 水田 10年 

(自)平成 30年 12月 4日 

(至)平成 40年 12月 3日 

・新規設定 
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議案第１７号  農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項に係る農用地利用配分計画（案）について 

番 号 設定を受ける者 設定する者 利用権を設定する土地 地 目 面積（㎡） 設定する利用権 利用内容 期 間 備    考 

１ 

大槌第 24地割 24番地 2 

農事組合法人 

大槌結ゆい 

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 

大槌第３地割・・・・ 、・・・・、・・・・ 

 

大槌第５地割・・・・    

 

大槌第５地割・・・・     、・・、・・ 

 

大槌第５地割・・・・   、・・・・ 

 

大槌第５地割・・・・    

 

大槌第９地割・・・・  、・・ 

 

大槌第６地割・・・・   、・・、・・  

 

大槌第７地割・・・・   、・・ 

 

大槌第 22地割・・・・    

田 33,762 賃借権 水田 10年 

(自)平成 30年 12月 4日 

(至)平成 40年 12月 3日 

・新規設定 

報告第２号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

番 号 届出人  届出に係る土地の所在等 地 目 面積（㎡） 権利取得者の住所氏名 権利を取得した日 備      考 

１ 

１１１１１１１１１１ 

 

１１１１１１１１ 

金沢第 23地割１１１１１１１１１、 

金沢第 24地割１１１１１１１１１、 

金沢第 25地割１１１１１１１１１、 

１１１１、１１１ 

畑 

（現況：田、畑） 
13,972 ※届出人と同じ 平成 30年８月 10日 

故・●●●●氏からの相続により所有権を取得したために今

回届出をした。現在も耕作中であるが、使用収益権の設定見

込みは無しとのこと。 

 

 

 

 


