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第６回大船渡市農業委員会総会会議録 

 

招集者     大船渡市農業委員会会長    藤原 重信 

会議日時    令和３年３月 25 日  午後２時 00 分開会 

会議場所    大船渡市役所：議員控室 

議事日程第１号 

 日程第１         会期の決定 

 日程第２          書記及び議事録署名人の指名 

日程第３  報告第１号  大船渡市農業委員会事務局職員の異動発令に係る専決処分に 

ついて 

日程第４  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 

日程第５  議案第１号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

日程第６  議案第２号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第７  議案第３号  農地法の適用外であることの証明願について 

日程第８  議案第４号  農地に該当するか否かの判断について 

日程第９  議案第５号  農業経営基盤促進法に基づく農用地利用集積計画の決定につ 

いて（一括方式） 

日程第 10 議案第６号  下限面積（別段の面積）の決定について 

日程第 11 議案第７号  大船渡市空き家に付属した農地の権利取得に関する取扱要領 

を定めることについて 

日程第 12 議案第８号  令和３年度大船渡市農業労賃標準額の設定について 

本日の会議に付した事件 

  ～議事日程第１号に同じ～ 

出席委員（農業委員  ９名） 

     議長  藤原 重信君       １番  細谷 知成君 

  ２番  今野八重子君       ４番   金野たか子君 

  ５番  古内 嘉博君       ６番  中村 亨 君 

  ７番  鈴木 力男君        ８番    及川 建則君 

     ９番  熊谷 玲子君 

（農地利用最適化推進委員 10 名） 

［大船渡地区］大船渡地域 佐藤 幾子君   末崎地域  村上 優司君 

末崎地域  尾形キヨシ君   赤崎地域  浅野 幸喜君 

猪川地域  鈴木 一志君   立根地域  金  典夫君 

日頃市地域 佐藤美智子君 

［三陸町地区］綾里地域  畑中 圭吾君   越喜来地域 鈴木 学 君 

  吉浜地域    地 久寿君 



遅刻者（０名） 

早退者（０名） 

欠席者（０名） 

事務局出席者 

     局 長   飯田 秀 君     局長補佐   鈴木 康司君 

     主事補  菅野 由夏君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



午後２時 00 分開会 

 

○議長（藤原重信君） 本日は、ご出席をいただきましてありがとうございます。定刻に

なりましたので、これより第６回大船渡市農業委員会総会を開催いたします。 

それでは、開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。年度末ということになりま

して、大船渡市も職員の異動発令がございました。農業委員会事務局も飯田局長さんが務

め上げての退職を迎えられました。羽根川係長は、気仙広域連合衛生課係長として異動さ

れることになりました。お二方には大変お世話になったと思っております。改めて感謝と

お礼を申し上げたいと思います。それから 12日には岩手県農業会議の定期総会が開催され、

初めて出席してまいりました。令和３年度の事業計画並びに予算が示され、皆様にも理解

を深めていただければと思い資料の一部をコピーしてお配りしております。どうぞお目通

しをいただければ、ありがたいなとこう思っております。農業会議の主な財源は、各市町

村からの会費、各農業団体からの会費、そして国と岩手県からの補助金などで運営してい

ることを私も初めてわかったことであります。将来とも市町村の農業委員会の期待に応え

る為にも、岩手県農業振興の一翼を担っていけるようにという内容の説明がありまして、

一層の事業業務を担う効率化、財務の改善を進めていきたいというお話がございました。

どうぞ、資料をお目通しいただければ幸いであります。挨拶は以上です。 

○議長（藤原重信君） 本日出席の農業委員は９名、推進委員は 10 名であります。 

 次にこれまでの経過と今後の日程について、飯田事務局長から報告をお願いします。 

○事務局長（飯田秀君） それでは、お手元の資料によりまして行事等の経過報告と開催

予定を申し上げます。始めに先月２月 24日開催の第５回総会以降の経過報告でございます。

３月 11 日に東日本大震災 10 周年大船渡市犠牲者追悼式が挙行され、会長が出席しており

ます。３月 12 日には、第 60 回岩手県農業会議常設審議委員会と岩手県農業会議定期総会

が開催され、ともに会長が出席をしております。３月 17 日の派遣職員の辞令交付式には、

会長が出席しました。なお、新型コロナウイルス感染症対策により農業労賃標準額検討委

員会が書面での議決という対応になりましたのでご承知願います。 

次に本日の総会以降の行事予定であります。３月 31 日と４月１日には、それぞれ市職員

の退職者、新規採用者等を対象とした辞令書交付式が開催されますので、ともに会長が出

席の予定となっております。最後になりますが、次回第７回の総会は、４月 28 日午後２時

から議員控室にて開催を予定しておりますのでよろしくお願いします。私からは、以上で

ございます。 

○議長（藤原重信君） それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。 

本日の議事は、お手元に配布の議事日程第１号により進めることといたします。 

○議長（藤原重信君） 日程第１、会期の決定を行います。お諮りいたします。本総会の 
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会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） ご異議なしと認めます。 

よって本総会の会期は本日１日間と決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第２、書記及び議事録署名人の指名を行います。議事録

署名人は、農業委員からの指名となりますが、書記及び議事録署名人を議長から指名して

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） ご異議なしと認めます。それでは議長から指名いたします。書記

には事務局の菅野由夏主事補、議事録署名人には４番金野たか子農業委員、５番古内嘉博

農業委員を指名します。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第３、報告第１号大船渡市農業委員会事務局職員の異動

発令に係る専決処分についてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願い

します。 

○局長補佐（鈴木康司君） 議案書の２ページをお開きください。報告第１号大船渡市農

業委員会事務局職員の異動発令に係る専決処分について。大船渡市農業委員会事務局職員

の異動を発令することについて、大船渡市農業委員会規則第 10 条第１項の規程に基づき、

別紙のとおり会長が専決処分をしたので、同条第２項の規程により、本委員会に報告し、

承認を求めるものでございます。理由といたしましては、令和３年４月１日付け大船渡市

職員人事異動に際し、大船渡市長より協議を求められましたが、異動内示日の３月 12 日ま

でに農業委員会総会を招集することが困難であるため、会長が専決処分したものでござい

ます。 

３ページに専決処分書がございますのでご覧ください。その異動発令については４ペー

ジにございますので４ページをお開きください。順にご説明いたします。異動前が事務局

局長、飯田秀。市長部局出向、退職。次に異動前が農業委員会事務局係長、羽根川惠一。

異動後が気仙広域連合衛生課係長、気仙広域連合派遣です。次に異動後、新しい農業委員

会事務局局長ですが、異動前、商工港湾部観光推進室次長兼商工課長、小松哲、農業委員

会出向です。次に新しい農業委員会事務局係長ですが、異動前、越喜来診療所係長の佐々

木祥子、農業委員会出向です。最後に異動前は、農業委員会事務局主事補、菅野由夏、異

動後は農業委員会事務局主事に昇任でございます。以上です。 

○議長（藤原重信君） 報告第１号について質疑、意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 次に日程第４、報告第２号農地法第３条の３第１項の規程による

届出についてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願します。 

○局長補佐（鈴木康司君） 議案書の５ページをお開きください。報告第２号農地法第３ 
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条の３第１項の規程による届出があり、これを受理しましたので、本委員会に報告するも

のです。 

 番号１番、登記地目畑、現況が畑及び山林です。現況が山林となっている２筆について

は今後、非農地判断の対象になります。面積は合わせて 8,314 ㎡。相続による権利の取得

です。２月 17 日届出、同日受理でございます。以上です。 

○議長（藤原重信君） 報告第２号について質疑・意見はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 次に日程第５、議案第１号農地法第３条第１項の規程による許可

申請についてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○局長補佐（鈴木康司君） 議案書の６ページをお開きください。議案第１号農地法第３

条第１項の規程により許可申請がありましたので、本委員会の会議に付し可否を決定する

ものであります。 

 番号１番、地図の１ページです。登記地目、現況地目ともに畑、495 ㎡。権利の種類は売

買です。譲渡人の申請理由は、経営規模縮小のためです。譲受人の申請理由は、新規就農

のためです。受入世帯の稼働人員は２人中１人、耕うん機１台を所有しております。続い

て２番、同じく地図は１ページです。登記地目、現況ともに畑です。1,798 ㎡の内 970 ㎡。

使用貸借です。貸付人の申請理由は、経営規模縮小のためです。借受人の申請理由は、同

じく新規就農のため。受入世帯の人員は同じです。１番と２番は譲受人と借受人が同じで

す。合わせた面積 1,465 ㎡について作付け予定作物が示されており、周辺農地に支障が生

じませんので許可基準を満たしております。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の推進員から申請地の現況についての説明をお願い

します。議案第１号１番と２番について大船渡地区赤崎地域浅野幸喜推進員からお願いし

ます。 

○大船渡地区赤崎地域推進委員（浅野幸喜君） 推進員の浅野です。番号１と２について

報告をします。調査は３月 20 日、譲受人及び借受人からの聞き取りと、現地の確認を行い

ましたが、番号１の譲渡人と番号２の貸付人については、当事務局に提出された農地法第

３条の規程に基づく許可申請書において、それぞれ売買契約及び農地の一部の貸借契約の

意向を確認済みであることから、私からは遠方でもあるため聞き取りは行っておりません。

なお、報告にあたっては、譲受人及び借受人が同一人であること、また、時系列的に報告

した方が理解しやすいと思われることから、番号１と２の内容を交えて報告することを、

あらかじめご了承いただきます。まず、現地の場所ですが、番号１の申請地に隣接した北

東側が譲受人及び借受人のご自宅になります。更に、ご自宅から南東方向に行ったところ

が番号２の申請地になりますが、図面にも記載されてあるとおり、貝塚のそばになります。

次に現地の状況と申請に至った経緯ですが、まず番号２についてですが、借受人は東日本

大震災前には別の地域に住んでいましたが、被災したことから、その後現在地に新築し居 
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住をしております。その頃、当該申請地は貸付人のご実家のお兄さんが耕作をされていた

ようですが、震災の２年ほど後に亡くなってからは耕作されていなかったようです。間も

なくして親戚関係にもある借受人が貸付人のご実家に相談したところ、使っても構わない

とのことだったことから、口頭のみの約束で７年ほど前から自家消費の野菜を栽培してき

たとのことで、周辺には防護ネットが張られてあり、玉ねぎなどが作付けされてありまし

た。一方、番号１の申請地は、譲受人が新築した以前から休耕畑となっていたようで、譲

渡人の親戚の方が維持管理をしていましたが、譲受人も隣接地であることから、その方と

一緒に草刈作業などをしていたようです。機会があって、譲受人がその親戚の方を通して

当該地を譲ってもらえないものかと譲渡人に確認してもらったところ、金額が折り合えば

譲っても良いとの返答を得たことから、この度不動産業者を介して売買契約しようとした

ところ、業者から農地の手続きが必要であることを言われ、当事務局に申請を行なったと

のことです。しかし、当事務局から譲渡人には他に所有する農地がないことから、これだ

けでは耕作面積が当市が定める別段面積が 10ａ以上であることの条件を満たさないと指導

されたため、現在譲受人が口頭約束で借りて耕作している番号２の申請地の一部について

書面による貸借契約を締結することで、合わせて 1465 ㎡、14ａあまりとなり、条件を満た

すことになったことから、今般、申請するに至ったとのことです。なお、番号１の申請地

は平坦地で、北東側が譲受人の自宅、北西側は山林、南東側は市道、南西側は休耕畑で、

耕作することによって特に周囲に影響を与えることはないものと思われます。ただ、長年

耕作されていなかったため地面が踏み固められていることから、新たに畑に適した土を購

入し盛り土をしてから自家用野菜の栽培を始めたいとのことです。以上です。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第１号１番と２番について一括で質疑、意見を許し

ますが何かございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第１号１

番と２番について、本委員会において許可と決定することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

（  賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） 挙手全員であります。 

よって、議案第１号の１番と２番は、本委員会において許可とすることに決定いたしま

した。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第６、議案第２号農地法第５条第１項の規程による許可

申請についてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の７ページをご覧ください。議案第２号農地法第

５条第１項の規程により許可申請があったので、本委員会の会議に付し、可否を決定して

いただきます。 
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 番号１番、地図は２ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 1,625 ㎡。賃貸

借です。転用目的は、鉱工業用地として太陽光発電施設パネル 316 枚、出力 49.5kw を設置

するということです。転用理由、当該土地を貸借し、太陽光発電事業を行なうということ

です。許可の日から 30 年間の賃貸借ですが、備考の下のところ半分ですが、東北経済産業

局認定済、東北電力の系統連携技術検討済です。こちらは第２種農地ですが、他に適当な

土地がないため立地基準を満たしており、残高証明書により資金を確認し周辺農地に影響

はないため一般基準を満たしております。次に２番、地図は３ページです。登記地目、現

況地目ともに畑、面積 154 ㎡。売買です。転用目的は一般個人住宅、居宅平屋建１棟 53.4

㎡、駐車場２台分です。転用理由は、個人住宅を建設したいということです。こちらも第

２種農地ですが、他に適当な土地が無いため立地基準を満たしており、残高証明書により

資金を確認し、周辺農地に与える影響が無いため一般基準を満たしております。以上でご

ざいます。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の農業委員から申請地の現況について説明をお願い

します。議案第２号１番について、２番今野八重子委員から説明をお願いします。 

○２番（今野八重子君） ２番今野です。議案第２号１番について調査報告をいたします。

この案件は昨年 10 月の第 37 回総会で農業振興地域整備計画の農地利用計画の変更につい

て除外申請が出され、異議なしとされた場所です。一部畑が耕されていましたが、草刈り

がされてある休耕畑です。３月 23日午後３時ごろと４時半頃に貸付人宅を訪問しましたが、

不在でした。借受人に電話をして翌日の 24 日に関係業者と午前 10 時半に現地で話を聞く

ことにしていましたが、借受人が都合が悪くなったということで、関係業者から話を聞き

ました。現地は南向きの斜面になっていて横に３列に設置するということでした。25 日午

前９時頃貸付人宅を訪問し、娘さんから話を聞きました。土地を貸すだけで売電はしない、

貸付人は高齢で畑は家の前と倉庫の脇だけでも多いくらいだと言っていました。現地の南

側と北側は宅地、東側と西側は草刈りで管理された休耕畑です。周辺農地への影響は無い

と考えられます。以上です。よろしくお願いします。 

○議長（藤原重信君） それでは、議案第２号１番について質疑、意見を許しますが何か

ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第２号１

番について本委員会において許可と決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（  賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） 挙手全員でございます。 

よって、議案第２号１番は本委員会において許可とすることに決定しました。 

○議長（藤原重信君） 次に議案２号２番について７番鈴木力男農業委員から説明をお願

いします。 
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○７番（鈴木力男君） ７番鈴木です。議案第２号２番について説明いたします。農地法

第５条１項の規定による許可申請について申請人より聞き取りと現地確認をした結果を報

告いたします。３月 22 日に申請人にお会いし聞き取り調査をし、その後現地確認をしまし

た。譲渡人は規模縮小を考えていた時に、隣の譲受人より息子の住宅を建設したいので譲

ってほしいと話があり、譲ることに決めたそうです。譲受人にも聞き取り調査をしました。

現在の自宅は昨年孫が生まれ四世代同居家族となり、また店舗兼用で手狭になったので住

宅を建設して長男を独立させたいとのことでした。隣接する農地に対する影響については、

当該地は四方住宅に囲まれ、隣接する農地は近くにはなく影響はないと思われます。以上

報告終わります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第２号２番について質疑、意見許しますが何かござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第２号２

番について本委員会において許可と決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（  賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） 挙手全員であります。 

よって、議案第２号２番は本委員会において許可とすることに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程７、議案第３号農地法の適用外であることの証明願につ

いてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の８ページをお開きください。議案第３号農地法

の適用外であることの証明願を下記のとおり受理したので、本委員会の会議に付し可否を

決定していただくものです。 

 番号１番、地図の１ページです。登記地目は畑、現況は宅地です。面積 195 ㎡。非農地

の事由ですが、平成 10年当時から隣接する宅地と一体利用していた前所有者が自宅の敷地、

庭として利用していたものです。長年、宅地として利用されてきており、登記簿地目も農

地でないと考えておりましたが、今回農地であることが判明したため適用外の証明願が提

出されたものでございます。次に２番、地図は２ページです。先ほどの５条の北側の上で

す。登記地目は畑、現況地目は宅地です。面積は合わせて 22.56 ㎡。非農地の事由ですが、

平成９年当時に隣地所有者が住宅を建築した際に住宅敷地の擁壁として使われて現在に至

っております。今回、非農地証明が出されましたら、地目を変更して所有権移転を行いた

い考えということでございました。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の農業委員並びに推進委員から申請地の現況につい

て説明をお願いします。議案第３号１番について大船渡地区猪川地域鈴木一志推進委員か

ら説明をお願いします。 

○大船渡地区猪川地域推進委員（鈴木一志君） 推進委員の鈴木です。議案第３号１番の 
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調査結果について報告をいたします。現地調査及び関係者からの聞き取り調査は、３月 22

日行なっております。申請に至った経緯についてですが、議案８ページにあるとおり所有

者は兄弟で共同所有になりますが、２人とも県外に居住しており代理人の方から確認いた

しました。それによりますと、所有者２人は親が亡くなった時点で図面では上側の宅地建

物とあわせて平成 13 年に相続したということです。その時点では申請に係る敷地には植木

などが植えられており、自宅の庭として一体利用されていたとのことでしたので、20 年以

上経過しているということになります。共同所有者は２人も県外にそれぞれ家を建てて生

活をしており、地元には戻らない計画であるとのことです。代理人が当該地の売却の依頼

を受けて手続きを進める過程で、登記簿地目が農地のままであることが判明したことから

今回の申請に至ったものであります。周辺への影響ですが資料の図面では周辺は宅地化さ

れており、図面の南側になりますがそこに残る農地も耕作されておらず遊休地になってお

ります。周辺農地への影響は無いものと考えられます。報告は以上であります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号１番について質疑、意見を許しますが何かご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第３号１

番について本委員会において願いのとおり決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

（  賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

よって、議案第３号１番について本委員会において願いのとおり決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に議案第３号２番について２番今野八重子農業委員から説明を

お願いします。 

○２番（今野八重子君） ２番今野です。議案第３号２番について調査報告いたします。

地図は２ページです。現地は５条の１番の北側に位置します。３月 25 日午前９時頃、所有

者宅を訪問し、所有者とその娘さんから話を聞きました。隣地所有者が前住んでいたとこ

ろが縦貫道にかかってしまったので、所有者から土地を買って家を建てたそうです。その

時、少し狭いから広げてもいいかと言われ許可してしまったということでした。以上です。

報告終わります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号２番について質疑、意見を許しますが何かご

ざいませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第３号２

番について本委員会において願いのとおり決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 
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（  賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

よって、議案第３号２番について本委員会において願いのとおり決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第８、議案第４号農地に該当するか否かの判断について

を議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の９ページをお開きください。議案第４号農地法

の運用について第４（１）及び（２）に基づき、農地に該当しない旨判定された別添土地

について、本会で判断するため審議し決定していただくものです。 

10 ページをお開きください。10ページに非農地リストがございます。今回は 25 筆 19,870

㎡になります。１筆については、所有者からの申出になりますので地図があります。地図

の５ページです。そのほか 24 筆は農地パトロールによる非農地判断ですので地図はござい

ません。写真が地図の６ページにございます。こちらはご覧のとおりでございます。以上

です。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の農業委員並びに推進委員から当該地の現況につい

て説明をお願いします。はじめに末崎町について大船渡地区末崎地域村上優司推進委員か

ら説明をお願いします。 

○大船渡地区末崎地域推進委員（村上優司君） 推進委員の村上です。議案第４号農地に

該当するか否かの判断について、非農地リスト１番についてご説明を申し上げます。最初

に申請１の場所でございますが、住宅地図の５ページをお目通し願います。面積は 2,861

㎡、865 坪、約２反９畝でございます。戦後、食糧難時代に畑として耕作しておりましたが、

その後耕作放棄地となり、50 年くらい前に農協の指導でみょうが畑としましたが、所有者

である両親は仕事で手が回らず、４、５年放置。その後雑種地となり、身内の奥様が５坪

ほどいただきまして、花を植えたり家庭菜園として楽しんでおりましたが、昨年から高齢

のため止めております。現在は目通しで 20cm から 30cm くらいの、松、くるみ、梅、雑木

40、50 本ほど生え茂っております。農地として復旧するにも大型重機でなければ困難だと

思われます。所有者は同地域で暮らしておりましたが、東日本大震災で家屋が全壊、現在

は他地域の災害公営住宅で住んでおられ、目が不自由で独身、後継者がおらず、両親もす

でに亡くなっておられ、農地として活用は困難と思われます。ご審議のほどお願いいたし

ます。 

○議長（藤原重信君） 次に赤崎町について５番古内嘉博農業委員から説明お願いします。 

○５番（古内嘉博君） ５番古内です。赤崎町内一括して説明いたします。写真は６ペー

ジにあるとおりなんですけども、数十年前から耕作していないようです。ほとんどが山林  

状態となっておりました。それから３筆については、県道や農道開設時の残地が小面積残

っているところです。以上です。 

○議長（藤原重信君） 次に三陸町綾里について三陸町地区綾里地域畑中圭吾推進委員か 
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らお願いいたします。 

○三陸町地区綾里地域（畑中圭吾君） 推進委員の畑中です。農地に該当するか否かの判

断についての調査報告をいたします。３月１日午後、局長、菅野主事補に同行いただき、

非農地と思われる場所の調査を実施いたしました。当該地は、地域内に存在する登記簿上

の農地であります。地図の最後に現地の写真が掲載されております。いずれも現況は山林

または原野です。非農地のうち、耕作地としても営農は困難だと思います。申請者の取り

まとめに訪問した際にどの所有者も急坂で利便性が悪く、高齢化も伴い 20、30 年前に耕作

を断念したとのことであります。このような状況では再度、耕作地として利用するには困

難であり、非農地が妥当かと判断してまいりました。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。それでは議案第４号について質疑、意見

を許しますが何かございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第４号に

ついて本委員会において、すべて農地に該当しないことと決定することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

（  賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

よって、議案第４号農地に該当するか否かにの判断については、本委員会において全て

農地に該当しないことに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） それでは、次の議案に入る前に 10 分間ほど休憩をいたします。 

 

午後２時 51 分休憩 

午後３時 01 分再開 

 

○議長（藤原重信君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に日程第

９、議案第５号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定についてを議

題といたします。事務局から議案の朗読と、説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の 11 ページをお開きください。議案第５号農業経

営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定について（一括方式）。農業経営基盤

強化法第 18 条第１項の規定により、下記農用地利用集積計画の決定について議決を求める

ものでございます。 

番号１番、地図は追加でお配りしたものをご覧ください。登記地目、現況地目ともに田。

農振区分は農振農用地です。面積合わせて 3,612 ㎡。内容は新規。 利用目的は田。貸借期 

間は、令和３年４月１日から 10 年間の使用貸借となります。昨年までは利用集積と配分を

２つの議案で処理しておりましたが、一括で処理できるようになりましたので今回は１本 
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でございます。12 ページに市長からの依頼文書がございますのでご覧いただきたいと思い

ます。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の推進委員から申請地の現況について説明をお願い

します。三陸町地区吉浜地域 地久寿推進委員から説明をお願いします。 

○三陸町地区吉浜地域推進委員（ 地久寿君） 推進委員の 地です。議案第５号につい

て報告いたします。３月 23 日、耕作者に話を伺ってまいりました。所有者は、昨年までこ

の田んぼを耕作していましたが、高齢となり今年から耕作を断念することにいたしました。

息子さんも一緒に住んではいるんですが、会社員で耕作の意志はないということでありま

す。この田んぼは、耕地整備された水田でもあり、荒らすわけにもいかないということで、

南側隣接した水田を使用していた耕作者に耕作してもらいたいということで今回の申請に

なりました。報告は以上です。 

○議長（藤原重信君） それでは、議案第５号１番の三陸町吉浜字中井地域の利用集積計

画について質疑、意見を許しますが何かございませんか。 

○議長（藤原重信君）はい。古内委員。 

○５番（古内嘉博君）はい。５番古内です。お尋ねしたいんですけど、全体ではかなりの

経営面積になるようなんですけども、耕作者がわかっているとおり一人でやっているって

聞いておりますが、このぐらいの面積一人で大丈夫なのかなというのが心配です。それで

耕作者だけでなく、もっと地域のまだ意欲的にやる農家にも少し声がけをした方がいいん

じゃないかなと。意見です。質問ではなくと思っております。以上です。 

○９番（熊谷玲子君） はい。 

○議長（藤原重信君） 熊谷農業委員さん、どうぞ。 

○９番（熊谷玲子君） 私も今の古内さんと同じ意見でございます。もっと別にやれる人

がいたら、そちらの方に回した方がいいんじゃないかなと思います。 

○５番（古内嘉博君） 私のは意見です。 

○議長（藤原重信君） お二方は意見として述べられたということですよね。 

○４番（古内嘉博君） そうです。 

○９番（熊谷玲子君） 私もです。 

○議長（藤原重信君） 地推進委員さん、どうぞ。 

○三陸町地区吉浜地域推進委員（ 地久寿君） この地域で今回耕作者が受けるというこ

とになったのですけども、所有者と耕作者が直接話し合われ、その間で貸借の話がついた

ということでなってましたので、他の私も含めてこちらの方には最初話が回ってこなかっ

たものですから、その間でもう決まったことでしたので、今回はこの耕作者の方にってい

うことになったと承知しております。 

○議長（藤原重信君） その他ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（藤原重信君） それでは以上で質疑、意見を終わり直ちに採決したいと思います

がよろしいですね。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 議案第５号１番の三陸町吉浜字中井地域について、本委員会にお

いて利用集積計画を決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（  賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） 挙手多数であります。 

よって議案第５号１番の三陸町吉浜字中井地域の利用集積計画について本委員会におい

て決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第 10、議案第６号下限面積（別段の面積）の決定につい

てを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書は 13 ページです。また、事前にお配りした議案と

合わせて参考資料という２枚のものがございます。第６号関係と書いた参考資料がござい

ますでしょうか。それでは議案の方から説明いたします。議案第６号下限面積（別段の面

積）の決定について、令和３年度の下限面積（別段の面積）の設定について以下のとおり

定めることについて、本委員会の議決を求めるものです。 

 農地法第３条第２項第５号の規定による別段の面積を大船渡市全域について 10ａとする。

ただし、大船渡市空き家に付属した農地の権利取得に関する取扱要領の要件を満たす空き

家に付属した農地については 0.1ａとする。理由ですが、当市の遊休農地面積は 168.5haで

あり、引き続き農地利用を促進する必要がございます。また、県外、市外からの移住、定

住を促進することにより、遊休農地の発生防止、解消、農業への新規参入を推進するため

でございます。参考資料をご覧いただきたいと思います。農地法の規定でございます。第

３条の２項、前項の許可は次の各号のいずれかに該当する場合には許可することができな

いとなっております。真ん中辺りに漢数字の５とあります。これが５号です。第１号にか

かげる権利を取得しようとする者または世帯員等が取得後において耕作の事業に供すべき

農地の面積の合計がいずれも北海道では２ha、道府県では 50ａ、この後かっこがございま

すが、これに達しない場合は許可ができないとなっておりますが、かっこ書きがございま

す。かっこ書きの内容は、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い市町村の区域の

全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め農林水産省令で定める

ところにより、これを公示した時はその面積と定められております。これに基づいて別段

面積を定めるものでございます。その下の農地法施行規則別段の面積の基準でございます。

第 17条法第３条第２項第５号の農林水産省令で定める基準は次のとおりとするとされてお

ります。それの第２号漢数字の２を見ていただきたいと思います。農業委員会が定めよう

とする別段の面積の単位はａとし、その面積は 10ａ以上であること。３、その定めようと

する面積未満の農地を耕作の事業に供している者の数が当該設定区域内で農地を耕作の事 
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業の供している者の総数の概ね 100分の 40を下らないように設定されるものであることと

されています。これが前段の部分についてですが、大船渡市において 10ａ以上の農地を耕

作している世帯は 1,791 世帯。10ａ未満の農地を耕作している世帯は 1,704 世帯。10ａ以

下の世帯は 49％ですので、この基準を満たしております。次に１ページの一番下の行、17

条２項ですが、これが後段の根拠になるものです。設定区域が次の各号のいずれにも該当

する場合には、２ページにまいりまして、前項の規定にかかわらず、新規参入を促進にす

るために適当と認められる面積とする。次の漢数字の１ですが、適正な利用を図る必要が

ある農地が相当程度存在することなどがその条件になります。これに基づきまして、空き

家を購入するあるいは借りるのと合わせて、この空き家に付属した農地を購入または借り

る場合には下限面積を 0.1ａとするということを定めようとするものであります。以上でご

ざいます。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第６号について質疑・意見を許しますが、何かござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第６号に

ついて本委員会において原案のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（  賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

よって、議案第６号下限面積（別段の面積）の決定については、本委員会において原案

のとおり決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程 11、議案第７号大船渡市空き家に付属した農地の権利取

得に関する取扱要領を定めることについてを議題といたします。事務局から議案の朗読と

説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） それでは議案書 14 ページをお開きください。議案第７号

大船渡市空き家に付属した農地の権利取得に関する取扱要領を定めることについて。大船

渡市空き家に付属した農地の権利取得に関する取扱要領を別紙のとおり定めることについ

て、本委員会の議決を求めるものでございます。 

 15 ページをお開きください。こちらが取扱要領の案でございます。15 ページ下の方の第

４から読み上げます。第４、対象農地、別段の面積を適用する農地は、次の各号に掲げる

事項を全て満たす農地とする。（１）１筆ごとを単位とし、適用する時点で全て又は一部が

遊休農地である農地であって、所有者又は法定相続人による維持管理や農作物等の栽培が

行われる見込みがないこと。（２）空き家及び空き家に付属した農地の所有者が同一である

こと。第５、対象者、別段の面積の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を

全て満たすものとする。（１）大船渡市空き家バンク事業を利用して空き家の購入又は貸借

の契約をした者で、その契約を締結した日から３年以内に空き家に付属した農地を購入又 
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は貸借の契約をすること。16 ページをお開きください。（２）購入又は貸借した農地で常時

農作業に従事することができること。第６、提出書類。別段の面積の適用を受け、権利の

取得の申請をしようとする者は、法第３条第１項の規定により農業委員会の許可を受ける

ための書類のほか、空き家に係る売買契約書又は貸借契約書の写しを農業委員会に提出し

なければならない。第７、補則。この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別

に定める。附則といたしまして、この要領は、令和３年４月１日から施行するということ

でございます。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第７号について質疑・意見を許しますが、何かござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第７号に

ついて本委員会において原案のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（  賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） 挙手全員であります。 

よって、議案第７号大船渡市空き家に付属した農地の権利取得に関する取扱要領を定め

ることについては本委員会において原案のとおり決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程 12、議案第８号令和３年度大船渡市農業労賃標準額の設

定についてを議題といたします。事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案書の 17 ページをお開きください。議案第８号令和３

年度大船渡市農業労賃標準額を別紙のとおり設定することについて、本委員会の議決を求

めるものでございます。 

 18 ページをお開きください。こちらが農業労賃の案でございます。令和３年度農業労賃

標準額の設定について、令和２年度農業労賃標準額設定検討委員会を書面議決により３月

８日までに開催し、人力作業及び機械作業ともに据え置く内容で 13 人の全委員の賛同をい

ただいたところです。農業労賃標準額を据え置くこととした理由は次のとおりです。標準

額につきましては昨年度に最低賃金の上昇等を考慮して、一部作業賃金の引き上げを行っ

たところです。令和３年度の農業労賃標準額（案）については人力作業賃金において昨年

度最低賃金の上昇を踏まえ約５％増額していることから今年度は据え置く形で設定してお

ります。機械作業賃金についても昨年度と同様据え置くことといたします。岩手県農業会

議が試算した農作業受委託料金において機械購入価格が上昇したことにより固定費が上昇

している項目もございますが、昨年度と比較すると燃料費は減少しているため、今年度は

様子を見ることとし、18 ページのとおりご提案いたします。なお、気仙管内の状況につい

てですが、陸前高田市及び住田町では人力作業、機械作業は据え置きで提案する方針との

ことでした。決定された標準額表は、例年どおり大船渡市広報とホームページへの掲載を

行うとともに 19 ページにありますような形で農業委員会事務局、市役所支所、出張所、Ｊ 
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Ａ市内各店に据え置き配布する予定でございます。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第８号について質疑、意見を許しますが何かござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第８号に

ついて本委員会において、原案のとおり決定することに賛成の農業委員の挙手を求めます。 

（  賛成者挙手  ） 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。挙手全員であります。 

よって、議案第８号令和３年度大船渡市農業労賃標準額決定については、本委員会にお

いて、原案のとおり決定いたしました。なお、標準額表は来月中を目途に市の広報やホー

ムページに記載する他、支所、出張所、ＪＡ支店などを通じて農業者に配布する予定とし

ております。 

以上を持ちまして本総会に付議された全ての議案審議を終了いたしました。慎重審議賜

りましてありがとうございました。 

これを持ちまして第６回総会を閉会といたします。なお、引き続き事務局から連絡事項

がありますので、ご着席願います。 

 

午後３時 23 分閉会 
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