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第７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４月 28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  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４  議案第１号   農地転用事業計画の変更申請について 

日程第５  議案第２号  農地法第４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３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４号  農業委員会の適正な事務事業に係る令和２年度の目標及びそ

の達成に向けた活動点検・評価及び令和３年度の目標及びそ

の達成に向けた活動計画について 

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 ８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 

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（１名）   ７番 鈴木 力男君 

事務局出席者 

     局 長   小松 哲 君     局長補佐   鈴木 康司君 

  主 事  菅野 由夏君 



午後２時 00分開会 

 

〇議長（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７回大船渡市農業委員会総会を開会いたします。 

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。大船渡市の農業委員会事務局

も小松事務局長、佐々木係長が新たに着任されました。どうぞよろしくお願いを申し上げ

ます。そして私達もまた新たな気持ちで、新年度の務めを果たして参りたいと思っており

ます。御協力のほどよろしくお願い申し上げまして、挨拶といたします。 

〇議長（藤原重信君） 本日出席の農業委員は８名、推進委員は 10名であります。欠席の

通告があった農業委員は７番鈴木力男農業委員の１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、小松事務局長から報告をお願いします。 

〇事務局長（小松哲君） それではお手元の資料によりまして行事等経過報告及び開催

予定を申し上げます。初めに先月開催の第６回総会以降の経過報告でございます。３月

31 日、市役所において令和２年度市退職職員辞令書交付式が開催され、会長が出席し

ております。４月１日、市役所において令和３年度市職員辞令書交付式が開催され、会

長が出席しております。４月７日、市役所において令和２年度大船渡地方農業振興協議

会一般会計決算監査が実施され、会長が出席しております。４月 20 日に市の広報誌が

発行され、先月の総会において議決をいただきました令和３年度農業労賃標準額につい

て掲載しております。この標準額については、市のホームページへも掲載しております

し、大船渡市農業協同組合の本店及び支店へペーパーで配布しております。 

次に本日の総会以降の行事予定でございます。５月 19 日、盛岡市で一般社団法人岩

手県農業会議主催の市町村農業委員会会長・事務局長研修会及び会議に会長と私が出席

する予定としております。次回の第８回総会は５月 28 日に開催を予定しておりますの

で、よろしくお願いします。なお、市はクールビズの取り組みを５月１日から 10月 31

日まで実施しますので、次回から軽装でのご出席にご協力をお願いします。欄外の大船

渡地方農業振興協議会第 46 回通常総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

書面議決となりました。市としましても、当面、緊急事態宣言の対象地域またはまん延

防止等重点措置が発令された地域等への出張は原則行わない方針としておりますので、

あわせて報告させていただきます。お手元には、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ための東北・新潟共同メッセージをお配りさせていただきましたので、ご参考としてく

ださい。行事等でご不明な点につきましては、事務局までお問い合せ願います。私から

は以上でございます。 

〇議長（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、お手元に配付の議事日程第１号により進めることといたします。 
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〇議長（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

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） 

〇議長（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。 

〇議長（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） 

〇議長（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、議事録署名人には６番中村亨農業委員、８番及川建則農業委

員を指名します。 

〇議長（藤原重信君） 次に日程第３、報告第１号農地法第３条の３第１項の規定による

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いします。 

○事務局長補佐（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号農地法

第３条の３第１項の規定による届出があり、これを受理しましたので、本委員会に報告い

たします。 

 番号１番、登記地目田及び畑、現況地目畑及び雑種地です。面積はあわせて 5,703 ㎡。

相続による権利の取得です。４月８日届出、同日受理でございます。次に３ページをお開

きください。番号２番、登記地目原野、現況畑、面積は 14㎡。相続による権利の取得です。

３月 16日届出、同日受理でございます。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） 報告第１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４、議案第１号農地転用事業計画の変更申請について

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４ページをお開きください。議案第１号農地転

用事業計画の変更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す。 

 番号１番、地図の１ページです。登記地目田、現況雑種地、面積は 2,498㎡のうち 1,193

㎡。権利については賃貸借です。転用目的はプレハブ５棟、トイレ及び工事車両駐車場資

材置場等です。転用理由としましては、国発注の工事のために利用する現場事務所および

工事車両の駐車場として利用する。令和２年 10 月 26 日にプレハブ５棟 86.25 ㎡等として

許可しております。この時は３年４月 30日までの一時転用でした。計画どおり事業を遂行

できない理由を見ていただきたいと思いますが、変更前の事業をそのまま継続しており期

間満了により終了すべきところ、事業の工期が延長されたため、期間の延長を希望するも

のです。 
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許可の日から令和３年 10 月 31 日までの一時転用となります。こちら、第二種中高層住居

専用地域で第３種農地ですので、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ないため一般基準を満たしております。次に２番、地図の２ペ

ージです。登記地目が田、現況が雑種地です。面積はあわせて 1,396 ㎡。権利は使用貸借

です。転用目的は残土置場です。転用理由ですが、擁壁工事の残土置場に使いたいという

ことです。令和２年９月 28 日に許可が出ておりますが、許可の日から３年５月 31 日まで

の一時転用でした。計画どおり事業を遂行できない理由のところですが、搬入予定の土砂

が大きな石が混ざっていて農地の復旧には不向きだと判断し、予定していた土砂は入れま

せんでした。ただ近隣の民間擁壁工事で土砂の搬出が生じ、現地に搬入する計画に変更す

ることにしました。これにより、完了する予定日が遅れる見込みとなり、令和３年３月 26

日から令和３年 10 月 30 日までの一時転用ということに変更したいということでございま

す。こちらについては第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、残高証明により資金を確認し周辺農地に与える影響がないため一般基準をみたして

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１号１番について１番細谷知成農業委員から説明をお願いします。 

○１番（細谷知成君） １番細谷です。農地転用事業計画の変更申請の１番につきまして、

４月 26日に現地調査を行い、現地調査の時に現場事務所におりました借受人より聞き取り

調査を行いましたのでご報告します。現地の状況ですけども、プレハブの現場事務所が５

棟あり、一部砂利で整地し車両駐車場となっております。また、転用前に植栽されていた

高さ１ｍほどの苗木は、駐車場部分に残されている状態となっております。周辺の状況で

すけども東、南、西側は市道に隣接し、北側の申請地の残地部分、地図の矢印のある部分

につきましては、高さ１ｍほどの苗木が植栽されている農地で、残り真ん中より左側半分

の隣接地は現在野菜が耕作されている農地となっております。申請に至った経緯ですけど

も、借受人は国発注の工事を行っておりましたが、工事の機器の納入に遅れが生じたため、

計画どおり工事を完了することができなくなり、期間の延長が必要になったものというこ

とでございます。周囲への影響ですけれども、これまでと利用状況が変わらないため周囲

への影響はないものと考えられます。報告は以上でございます。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第１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１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） ありがとうございます。挙手全員であります。 
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 よって、議案第１号１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） 次に議案第１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１号２番について調査報告いたします。

昨年９月の第 36 回総会で、下水道工事で出た残土置場として５月 31 日までの一時転用の

許可が出たところですが、３月まで使用されておりませんでした。今は鉄板が敷かれ、砂

利も一部置いてありました。４月 26日午前９時頃、借受人に電話をかけて話を聞きました。

下水道工事を始めてみたら、石だらけで農地復旧には不向きだと考え使用しなかったとい

うことです。今回は民間工事で残土置場が必要になったため、計画を変更して 10 月 30 日

までの一時転用の申請をしたということです。４月 27日午前 11時 40分過ぎに貸付人に電

話をかけて話を聞きました。期間の延長には承諾したということです。以上、報告を終わ

ります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第１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１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１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） 次に日程第５、議案第２号農地法第４条第１項の規定による許可

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。 

〇局長補佐（鈴木康司） 議案書の５ページをお開きください。議案第２号農地法第４条

第１項の規定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してい

ただくものです。 

番号１番から３番まで同じ場所で、申請人も同じとなっております。番号１番、地図は 

３ページとなっております。登記地目畑、現況雑種地。この３件は、いずれも追認案件と

なっております。面積は 714 ㎡。転用目的は露天駐車場です。申請人が社長を務めていま

す建設会社、こちらの従業員駐車場として使います。法面が 416.15㎡ありまして、駐車場

分についても不整形で 297.90㎡となっております。転用理由は、現在建設業を経営してい

るが、従業員用の駐車場がなく不便なため、当該地を従業員専用の駐車場として利用した

いということで既に 10年以上前から使っておりますが、農地転用の手続きが必要だってこ

とを知らなかったということで、追認案件として３件とも始末書が提出されております。

場所は、第一種住居地域で第３種農地となっております。１番については、追認案件であ

り、始末書が提出されております。第３種農地のために立地基準を満たしており、追認案 
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件で土地の整地が完了しており周辺農地に与える影響もないため一般基準を満たしており

ます。次に２番です。登記地目はいずれも畑、現況は雑種地及び畑となっております。面

積はあわせて 386㎡。転用目的は一般個人住宅、居宅平家建１棟 81.30㎡、通路 76㎡。転

用理由ですが、地図に申請人のお宅があります。孫も生まれて家族が多くなったため、今

住んでいる家については息子家族に使わせて自分のための住宅を新たに申請地１筆に建設

をしたいということです。もう１筆については通路とします。この１筆については一部既

に舗装されて奥の駐車場に通じる通路になっているため、これも始末書が提出されており

ます。通路部分が既に舗装されており、追認案件として始末書が提出されています。第３

種農地の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

影響がないため一般基準を満たしております。次に６ページをお開きください。番号３番、

登記地目畑、現況宅地、面積 243㎡。転用目的は一般個人住宅用地、駐車場 132.50㎡、庭、

植込み及び家庭菜園として 110.58㎡です。転用理由ですが、地図の申請人のお宅が平成９

年に建築されましたが、建物がめいっぱい建っておりまして隣接する自分の土地が畑だっ

たのですが、その畑を駐車場及び庭として使ってきて最近になって新しく家を建てる相談

をした際に転用が必要だということを指導されたということで、今回の追認案件となって

始末書も提出されております。追認案件であり、始末書も提出されております。第３種農

地のため立地基準も満たしており、追認案件で駐車場の舗装は完了しており周辺農地に与

える影響はな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２号１番から３番について、大船渡地区大船渡地域佐藤幾子推進委員から

説明をお願いします。 

○大船渡地区大船渡地域推進委員（佐藤幾子君） 大船渡地区大船渡地域推進委員、佐藤

でございます。よろしくお願いいたします。議案第２号１番についてご報告いたします。 

４月 26日に現地に行きました。地図の３ページをご覧ください。申請者は建設会社の社長

ですが、その会社の従業員駐車場がないために 10年以上前から自分の土地である、当該地

を駐車場として使わせていました。今回２番の申請地１筆に住宅を建てる手続きを相談し

たところ、当該地と２番の申請地のもう１筆も農地であり転用手続きが必要だと教えられ

たとのことでした。追認案件として始末書が提出されているということです。 

 次の議案の２番ですが、１筆に申請者の新しい自宅を建てるということ、それからもう

１筆を通路としますが既に１番の申請地へ行く通路として一部舗装されており、こちらも

追認案件として始末書が提出されています。 

 次に３番ですが、申請者の自宅は平成９年に建設されましたが、建築後当該地の一部を

駐車場及び庭として使用していました。こちらも追認案件として始末書が提出されていま

す。今回転用申請が出されている４筆の周辺には部分的に畑がありますが、転用による農

地への影響はないものと思われます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（藤原重信君） それでは議案第２号１番から３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２号１

番から３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１番から３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３号農地法第５条第１項の規定による許可

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ページをお開きください。議案第３号農地法

第５条第１項の規定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

していただくものです。 

番号１番は、地図の４ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 321 ㎡です。

権利の移動は売買です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階建（建売住宅）１棟 67.07㎡、

駐車場２台。転用理由は、当該土地を取得して建売住宅１棟を建築したいということです。

第一種住居地域ですので第３種農地となっております。第３種農地の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ないため、一般基準を

満たしております。次に２番、地図は同じく４ページです。登記地目、現況地目ともに畑、

面積は 318 ㎡。権利の移動は売買です。転用目的は一般個人住宅、居宅平家建１棟 96.05

㎡、駐車場２台です。転用理由は、現在借家住まいにつき、当該地を取得して居宅を新築

したいということです。第一種住居地域のため第３種農地です。第３種農地のため立地基

準を満たしており、残高証明書と融資証明書により資金を確認し周辺農地に与える影響が

ないため一般基準を満たしております。次に３番、地図は５ページです。登記地目、現況

地目ともに畑、面積 249 ㎡。権利の移動は売買です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階

建１棟 72.04 ㎡、駐車場２台。転用理由は、現在借家住まいにつき、当該地を取得して居

宅を新築したい。こちらも第一種低層住居専用地域で第３種農地です。第３種農地のため

立地基準を満たしており、融資証明書により資金を確認し周辺農地に与える影響がないた

め一般基準を満たしております。次に８ページをお開きください。番号４番、地図は同じ

く５ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積 364 ㎡。権利の移動は売買です。転

用目的は一般個人住宅、居宅２階建１棟 76.60 ㎡、駐車場３台。転用理由は、現在借家住

まいにつき、当該地を取得し、自己所有の居宅を建築したい。同じく第一種低層住居専用

地域で第３種農地です。第３種農地のため立地基準を満たしており、融資証明書により資 
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金を確認し周辺農地に与える影響がないため一般基準を満たしております。次に５番、地

図は同じく５ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積 86㎡。権利の移動は売買で

す。転用目的は一般個人住宅用地です。駐車場２台分として使用します。転用理由は、隣

の土地に居住しておりますが、駐車場が不十分なため、当該地を取得し駐車場の敷地とし

て利用したいということです。同じく第一種低層住居専用地域で第３種農地。第３種農地

の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

ないため一般基準を満たしております。次に６番、地図の６ページです。登記地目、現況

地目ともに畑、面積 129 ㎡。権利の移動は売買です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階

建１棟 105.48㎡、駐車場２台、駐輪場、物置１棟、通路です。こちら転用理由ですが、現

在借家住まいにつき、当該地を取得し隣接する宅地２筆、これは地図に白く囲んであると

ころです。86番 13とあるこの住宅は現在ございません。この宅地２筆と申請地である農地

あわせて計画地とします。合計面積は 408.72㎡です。こちらも、第一種低層住居専用地域

で第３種農地です。第３種農地のため立地基準を満たしており、融資証明書により資金を

確認し周辺農地に与える影響がないため一般基準を満たしております。次に７番、地図は

７ページです。登記地目、現況地目ともに田、面積はあわせて 341 ㎡。権利の移動は売買

です。転用目的は事務所、事務所１棟 69.56 ㎡、駐車場 77 ㎡、法面 58 ㎡です。転用理由

ですが、津波により事務所が被災したため、自宅を事務所としているが、当該地へ移転新

築したいということです。こちらも第一種低層住居専用地域の第３種農地です。第３種農

地の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

がないため一般基準を満たしております。次に９ページをお開きください。８番、地図は

８ページです。登記地目、現況地目ともに田、面積は 1,923 ㎡のうち 46.88 ㎡。権利の移

動は使用貸借です。転用目的は資材置場及び作業スペースとして使用します。転用理由で

すが、地図の中の白いところ、携帯無線基地局設置箇所とあります。この白い部分には無

線基地局を設置します。無線基地局は転用の許可はありません。届出だけが必要になりま

す。届出は既に出されております。そして基地局を設置するための工事に必要な部分とし

て、その周辺の当該地の一部を 46.88 ㎡使用して資材置場及び作業スペースとするという

ことです。転用理由は、携帯電話基地局建設工事のため、許可の日から７ヶ月の一時転用

です。こちらは、都市計画区域外の第２種農地になります。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与

える影響がな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番と２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号の番号

１番の調査結果を報告いたします。現地調査及び関係者からの聞き取り調査は、４月 21日 
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に行っております。この場所は、先月の総会で農地法の適用外であることの証明願の案件

について報告した場所の南側に隣接する農地です。所有者も前回と同じ方になります。前

回報告した際に共同所有者についてですが、誤って２人の関係を兄弟と報告しております。

２人は叔父と甥の関係が正しく、私の勝手な思い込みで兄弟と報告いたしました。訂正し

てお詫び申し上げます。それで本題に戻りまして、申請に至った経緯ですが、２人とも県

外に居住しております。代理人に指定されている方に電話で確認いたしました。それによ

りますと現所有者の方は親が亡くなって、この図面の上側の隣地の宅地建物とあわせて相

続しました。２人とも県外になりますが、それぞれ家を建て生活しております。地元には

戻らないという計画であるということでございます。県外居住の所有者の一人はこれまで

年に１回管理のため帰省してきているが、年齢的にも高齢になり、度々帰省して管理する

ことも大変になってきたので、この代理人の方が２年くらい前からその所有者の依頼を受

けて宅地を含めた不動産の活用策を探ってきたとのことであります。代理人の方が直接手

続きしてきたということではなく、この度地元の業者さんと協力して宅地としての売却が

まとまったとのことであります。申請地については、譲受人から確認したところ、当該地

には建売住宅を建設予定で取得を計画しているということでありました。 

 続いて、議案第３号の番号２番の調査結果についてですが、譲受人は市内居住ですが、

この方も代理人を指定しております。代理人の方に確認したところ、譲受人は携帯電話を

所持せず連絡は固定電話となるため、帰宅が遅いことが多いので直接連絡をとるのは難し

くなるだろうという考えから代理人に指定したとのことでした。それで代理人からの聞き

取り調査は４月 22日に行っております。申請地について、譲受人は転用理由に記載のとお

り、現在借家住まいにつき、当該地を取得して自宅の新築を計画しているとのことであり

ました。周辺への影響については２件とも周辺は宅地化されており影響がないものと考え

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） 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） 続いて議案第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 
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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） 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） 次に議案第３号３番から５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３番の

調査結果を報告いたします。現地調査並びに関係者からの聞き取り調査は、４月 21日と 22

日に行っております。申請に至った経緯についてですが、譲渡人の奥さんに確認したとこ

ろ耕作していたのは 20年ぐらい前まで、休耕地となっています。亡くなった親が田んぼと

牛を飼っていたので牧草などを耕作しておりましたが、現在は自分が家庭菜園程度の野菜

づくりをしているだけです。夫は会社勤めで子供達は県外で働いており農業の後継者もお

らず、農地のほとんどは耕作を行わないまま管理してきました。この度宅地として購入の

話があり、譲渡をすることにしたとのことでした。また、譲受人に電話により確認したと

ころでは、転用理由に記載のとおり現在は借家住まいであり、自宅新築を考え宅地を探し

ていたとのことであり、当該地が適地と判断し取得を計画したとのことです。周辺への影

響ですが図面上北側一帯が譲渡人所有の農地となっておりますが、影響はないものと考え

られます。 

 続いて、議案第３号の４番の調査結果を報告します。関係者からの聞き取り調査は４月

21 日に行っております。譲受人に電話により確認したところでは、転用理由に記載のとお

り、現在借家住まいであり、自宅新築を考え宅地を探していたとのことであり、当該地が

適地と判断し取得を計画したとのことであります。 

 続いて、議案第３号の番号５番の調査結果を報告いたします。関係者からの聞き取り調

査は４月 21日に行っております。譲受人は、譲渡人からみれば親戚に当たる方ということ

であります。図面では、譲受人は申請地の左側の隣接地に大震災後自宅を新築し居住して

いますが、転用理由に記載のとおり駐車場が狭いため申請地の取得を計画したとのことで

す。３番と４番ともあわせて周辺への影響ですが、周りは宅地となっており影響はないも

のと考えられます。同一の譲渡人に係る３件の案件について一括での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３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３

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   ） 
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○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３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） 続いて議案第３号４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４

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） 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４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） 続いて議案第３号５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５

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） 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５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） 次に議案第３号６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６番に

ついて調査結果を報告いたします。現地調査及び関係者からの聞き取り調査は、４月 21日

に行なっております。申請に至った経緯についてですが、譲渡人の息子さんから聞き取り

調査を行なっております。当該地は 30年前までは耕作しておりました。その後、一時期果

樹を植え栽培していたことがあるが、住居から少し離れた場所にあり果樹も伐採して休耕

地として管理してきています。図面の左側の道路側から順次宅地化し３年前と２年前に一

区画ずつ宅地分譲しています。申請地は残った一区画の一部になるということです。当該

地は、今回は不動産業者の斡旋で売却することになったとのことであります。譲受人に電

話で確認しました。当該地と隣接する宅地を一帯で取得し、現在借家住まいにあり自宅を

新築する計画であるとのことでした。周辺への影響ですが、東側、図面では右側に耕作農

地がありますが、周辺は宅地化された場所の一画であり影響はな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６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） 
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○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６

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） 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６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） 次に議案第３号７番について大船渡地区立根地域金典夫推進委員

から説明をお願いします。 

○大船渡地区立根地域推進委員（金典夫君） 推進委員の金です。議案第３号７番につき

まして、４月 22日に現地調査、23日に聞き取り調査を行いましたので報告いたします。登

記地目は田になっておりますが、現況は盛土されており草刈り等行われ管理されています。

周辺の状況は、北側には田んぼと学校の校舎、東側に盛土された休耕畑や住宅地、南側は

住宅地、西側は市道と川になっております。一帯は、平坦で住宅地域で変わりつつありま

す。譲渡人は、県外在住ですので、電話で確認をしました。母親が亡くなり相続により取

得をしています。県外在住で管理できないので売却ということでした。その後、譲受人か

ら話を聞きました。転用理由のとおり、市内の別の地域にありました事務所が震災で被災

し、自宅車庫を改造し事務所にしておりましたけれども、当該地を取得し事務所を新築す

るとのことでした。周辺農地の影響は、当該地のすぐ北側に水田がありますが、水路、側

溝等整備されており影響はないと判断いたしました。以上で報告終わります。よろしくお

願いいたします。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号７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７

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） 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７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） 次に議案第３号８番について大船渡地区日頃市地域佐藤美智子推

進委員から説明をお願いいたします。 

○大船渡地区日頃市地域推進委員（佐藤美智子君） 推進委員の佐藤です。議案第３号８

番についてご報告いたします。地図は８ページです。４月 25 日 15 時頃に貸付人宅を訪問

し、息子さんにお話を伺いました。息子さんは、田んぼの耕作を１人で行っていましたが、

５、６年前に体調を崩され、その後は耕作していませんでした。この地域付近は携帯電話

の電波が入らず、携帯電話会社の営業所に再三に渡り話されていたそうです。２、３ヶ月

前に借受人の代理人の方が来訪され、アンテナ塔を建てたいので土地を借りたいと依頼さ 
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れ、承諾したそうです。４月 27 日 10 時頃借受人の代理人の方に電話で話を伺いました。

借受人の依頼で現地周辺でアンテナを建てられるところを見つけてくださいと言われ、貸

付人のところで不便を感じられているし、あの辺一帯が貸付人の土地でもあるようなので、

平坦で段差のない工事のしやすいところということで申請地の場所を貸してほしいとお願

いしたそうです。現地は草刈管理のされた休耕田で、南側は市道に面して西側が畑として

耕作されています。周辺は休耕田になっていますので、農地への影響はないものと思われ

ます。以上で報告を終わります。審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号８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８

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） 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８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７、議案第４号、農業委員会の適正な事務実施に係る

令和２年度の目標及びその達成に向けた活動点検・評価及び令和３年度の目標及びその達

成に向けた活動計画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） 議案第４号、第５回大船渡市農業委員会総会において議

決された標記活動点検・評価（案）及び活動計画（案）を農業者等に公表し、30 日間それ

らの者からの意見及び要望を募集した内容を加味した標記活動点検・評価（案）並びに活

動計画（案）を本委員会の会議に付し、議決を求めるものです。 

農業者等からの意見・要望はありませんでした。前回は１月末のデータでしたので、３

月末のデータに更新したところを網掛けしていますので、ご説明します。11 ページをお開

きください。令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）、農業の概要

は耕地面積 672.0ha、遊休農地面積 167.2ha、農地台帳面積 1,577.6ha、認定農業者 26 人、

農業委員は９人、うち認定農業者５人です。12 ページをお開きください。農地の利用集積

につついて目標を１ha 増としていましたが、新規実績は 0.7ha でした。ただし、集積実績

全体の数字の調整が行われ 90ha となり、全体としての目標 89.7ha を上回りました。下段

の活動に対する評価、農業委員、農地利用最適化推進委員が地域に入り活動をしたが、目

標に掲げていた新規実績 1.0ha の目標には届かなかった。全体としては集積面積を調整し

た結果、目標値を上回った。13ページは変更ありません。14ページをお開きください。農

地の利用意向調査ですが、追加の調査を行ったため、調査実施時期は 11月から３月、調査

結果取りまとめ時期は 12月から５月、調査数 348筆、調査面積 28.5haです。15ページは 
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変更ありません。16 ページをお開きください。農地法第３条に基づく許可は年間処理件数

14 件、処理期間の平均は 17.6 日。農地転用は 59 件、処理期間の平均は 18.8 日です。17

ページをお開きください。賃借料情報の公表時期は令和３年４月、農地の権利移動は 50件、

取りまとめ時期は令和３年３月、農地台帳の整備は 1,577.6ha です。18 ページをお開きく

ださい。農地等利用最適化推進施策の改善についての意見の提出はありませんでした。19

ページをお開きください。令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）、変更箇

所は 11ページと同じです。20ページをお開きください。農地の利用集積の現状は農地面積

が 672.0ha、これまでの集積実績が 90.0ha、集積率は 13.4％です。令和３年度の目標は集

積面積 91.0ha、新規集積面積 1.0haです。21ページをお開きください。遊休農地の現状は

管内の農地面積 839.2ha、遊休農地面積 167.2ha、割合は 19.9％です。活動計画では調査員

数が 23人です。違反転用の現状は、管内農地面積 672haに対して０haです。以上です。 

○議長（藤原重信君） 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、本委員会において原案のとおり決定することに賛成の委員の挙手を

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４号、農業委員会の適正な事務実施に係る令和２年度の目標及びその達

成に向けた活動点検・評価及び令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画について

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） 以上を持ちまして、本総会に付議されたすべての議案審議を終了

いたしました。慎重審議を賜りまして、ありがとうございました。 

 これをもちまして、第７回大船渡市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

午後３時 09分閉会 
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