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第５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２月 24日 午後２時 00分開会 

会議場所    大船渡市役所：地階大会議室 

 

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３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７  議案第４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８  議案第５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６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（案）及び令和３年度の目標

及びその達成に向けた活動計画（案）について 

日程第 10  議案第７号 大船渡市農業委員会委員の辞任同意について 

 

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９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 

 



遅刻者（０名） 

早退者（０名） 

欠席者（２名）  ３番 地 英浩君 

三陸町地区吉浜地域 地 久寿君 

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 

 

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。これより

第５回大船渡市農業委員会総会を開催いたします。 

 開会にあたりまして一言ご挨拶をかねて報告を申し上げたいと思います。去る２月 15日、

私、初めて県の農業会議の常設審議委員会に出席してまいりました。審議委員は 22 名で、

市町村の農業委員会の会長から９名、農業農村指導士協会、商工連合会、県農協中央会な

どの関係団体から９名、そして県農業会議の会長、副会長など４名での会議でした。議事

では４条、５条の審議案件合わせて 20件の意見聴取がありまして、大船渡市農業委員会で

は４条申請の追認案件１件の意見聴取がありました。ご存じのとおり、漁業用資材置場と

して３年間の一時転用したいという内容のものでありました。質問の中で、３年後に 80歳

を超える申請人が農業を続けられるのかという質問がございました。一時転用での取り扱

いで良かったものなのかなと含めて、いろいろ私も考えさせられました。また農業会議の

令和３年度の事業計画案も示され、地域農業マスタープランの実質化に向けた取り組みで、

大船渡市でも農地利用のアンケート調査、地図作成、地区別での話し合いなどを実施しま

したが、これからは農地の利用集積集約化を具体的に実践していくとのことでした。農地

利用最適化に向けて、平坦地と違う中山間地の地域で、どう取り組めばいいのか、農業委

員会がどこまでやれるものなのか、課題も多いと感じてまいりました。今後、委員の皆様

との情報交換の場が多くなるかと思います。どうぞよろしくお願い申し上げまして、挨拶

に代えたいと思います。 

〇議長（藤原重信君） 本日出席の農業委員は９名、推進委員は９名であります。欠席の

通告があった農業委員は３番 地英浩農業委員の１名であります。欠席の連絡のあった推

進委員は三陸町地区吉浜地域 地久寿推進委員の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、飯田事務局長から報告をお願いします。 

〇事務局長（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、開催予

定を申し上げます。初めに先月１月 27 日開催の第４回総会以降の経過報告でございます。

２月４日の午前 11 時 30 分からＪＡ大船渡本店において大船渡市農業協同組合役員報酬審

議会が開催され、会長が出席をしております。同日４日の午後２時からは、市役所で農地・

農政の各専門委員会を開催し、本日議案として上程しております評価と点検について皆様

にご審議をいただいたところでございます。２月 15 日には盛岡市において第 59 回岩手県

農業会議常設審議委員会が開催され、会長が出席しております。２月 16日には盛岡市にお

いて市町村農業委員会会長・事務局長研修会及び会議が開催され、会長と私が出席をして

まいりました。２月 18日には盛岡市において女性農業委員が構成員となっているポラーノ

の会の総会が開催され、女性委員２名と局長補佐が出席してまいりました。 

 次に本日の総会以降の行事予定についてでございます。３月 11日に東日本大震災十周年 
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大船渡市犠牲者追悼式が挙行される予定となっておりまして、会長が出席をいたします。

３月 12日の午前 10時 30分から第 60回岩手県農業会議常設審議委員会、同日の午後１時

30 分からは岩手県農業会議の定期総会が開催されます。これには会長が出席する予定とな

っております。それから３月の 17日の令和２年度派遣職員辞令書交付式に会長が出席する

予定です。それから最後になりますが、次回の第６回総会は３月 29日に開催を予定してい

ますので、よろしくお願いいたします。なお、行事等についてご不明な点などがございま

したら、事務局までお問い合わせいただきたいと思います。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。 

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補、議事録署名人には１番細谷知成農業委員、２番今野八重子

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、登記地目畑及び田、現況田及び畑あるいは雑種地、公衆用道路となっており

ます。面積は合わせて 6,198 ㎡。相続による権利の取得です。２月１日届出、同日受理で

ございます。３ページをお開きください。番号２番、登記地目、現況地目ともに畑、面積

265㎡。相続による権利の取得です。１月 18日届出、同日受理です。続いて３番、登記地

目は畑、現況地目は畑、及び 55の一部が山林になっております。これは分筆して地目変更

が必要であるということを指導した上で受理いたしました。面積は合わせて 3,670 ㎡。相

続による権利の取得です。1 月 15 日届出、同日受理です。次に４番、登記地目、現況地目

ともに畑、123 ㎡。相続による権利の取得です。１月 14 日届出、同日受理でございます。 
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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について、本委員会の会議に附し可否を決定するものでございます。 

 番号１番、登記地目が畑及び田、現況は雑種地です。面積は合わせて 2,109 ㎡。賃貸借

です。転用目的は露天資材置場です。資材置場と作業場に 1,859 ㎡、通路として 250 ㎡で

す。転用理由は資材、機材等の仮置場（岩手県の発注防潮堤工事用）として利用したい。

令和元年に許可しておりますが、その時は平成 31 年４月 15 日から２年間の一時転用とい

うことでした。なお追認案件でしたが、これが計画どおり事業を遂行できない理由のとこ

ろを見ていただきますと、本事業の工期延長のため貸与期間を延長したものでございます。

平成 31 年４月 15 日から３年間の一時転用に変更したいということです。ただいまのは地

図の１ページでした。次に番号２番、地図の２ページです。登記地目畑、現況地目宅地。

面積 51 ㎡。贈与による権利の移動です。転用目的は露天駐車場、駐車場、砂利敷で 51 ㎡

です。転用理由ですが、駐車場として利用したいということです。平成５年に転用を受け

ていますが、その時は物置１棟として転用を許可しております。計画どおり事業を遂行で

きない理由については、当初、物置を築造する予定でありましたが、許可後、子供が運転

免許を取得したため、当時の敷地では車両を駐車するスペースがないため、やむなく当該

土地を駐車場として利用することになったということでございます。以上でございます。

補足いたします。ただいまの１番の方ですが、第２種農地ですけれども、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、周辺の農地に与える

影響もないため一般基準を満たしております。次に２番の方ですが、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、資金は支払済みであり、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。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１号１番について５番古内嘉博農業委員から説明をお願い

します。 

○５番（古内嘉博君） ５番古内です。２月 19日に現場代理者と面談してきました。転用

理由にあるとおりですが、１年間の延長ということです。面積は変わりありません。以上

です。 

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

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番について三陸町地区綾里地域畑中圭吾推進委

員から説明をお願いします。 

○三陸町地区綾里地域推進委員（畑中圭吾君） 議案第１号２番についての調査報告をい

たします。２月 20日 11時頃、調査を実施しました。当該地の前側は丘陵になっています。

現地は道路面と同じ高さに砂利が敷かれていました。譲受人の話では、当初物置を建てる

予定であったが、許可後、息子が運転免許を取得したため敷地が狭く、やむなくこの土地

を駐車場として使うことになったということでした。なお今回相続の関係で土地家屋調査

士に土地の調査等を依頼した中で指摘を受け、申請に至ったのが主な経緯であります。こ

の計画変更について周辺農地への影響ですが、図面でご覧のように周りは住宅地、向かっ

て右側に畑地がありますが、特に問題はないものと見てまいりました。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３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） 議案の５ページをお開きください。議案第２号農地法第３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するもの

です。 

番号１番、地図は３ページです。登記地目はいずれも田、現況はいずれも畑です。面積

は合わせて 1,319 ㎡。権利の種別は贈与。譲渡人の申請事由は、県外在住であり管理でき

ないため、今回贈与したいということでした。譲受人の申請事由は経営規模拡大のためで

す。受入世帯の稼働人員３人中２人。備考として機械は耕うん機１台を持っております。

そしてこの譲受人は譲渡人の甥に当たります。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 
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します。議案第２号１番については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２号１番につき

まして２月の 18日に現地調査、19日に聞き取り調査を行いましたので報告をいたします。

現況は盛土された休耕畑になっておりますが、草刈り等が行われ保全管理をされておりま

す。周辺の状況は北側には学校の校舎、東側が盛土された休耕畑や住宅地、南側は耕作し

ている水田や住宅地で、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に変わ

りつつあります。譲受人から話を聞きましたが、姉で譲渡人の母親が平成 23年に亡くなり、

譲渡人が相続により取得をしましたが、県外在住で管理できないので、母親の実家に帰す

との連絡があり、今回の手続きを決めたとのことでした。譲受人は町内に農地、畑を所有、

耕作しており、申請地は今後も畑として管理する考えのようです。周辺農地への影響は、

所有権の移転だけで地目はそのまま農地としての利用なので影響はないと判断をいたしま

した。以上で報告を終わります。よろしくお願いをいたします。 

○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） 挙手全員であります。 

 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。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 議案の６ページをお開きください。議案第３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す

るものです。 

 番号１番、地図は４ページです。登記地目、現況地目も畑です。面積は 438 ㎡。転用目

的は一般個人住宅、居宅２階建１棟、物置、作業場含みです。54.65㎡、漁業関連資材置場

63.75㎡、駐車場２台分 25㎡、通路等 294.60㎡です。転用理由は、居宅、物置、作業場を

建設し、漁業用資材置場及びその通路として利用したいということです。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、融資証明書により資金の確保を

確認し、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。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３号１番について９番熊谷玲子農業委員から説明をお願いします。 
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○９番（熊谷玲子君） 議案第３号１番についての調査報告をいたします。この申請地は

令和２年 10月 26日に農用地区域からの除外申請されたところです。地図は４ページです。

申請人には 18日の夜、携帯電話にて許可申請の確認をとらせていただきました。申請人の

母親が高齢となり畑仕事が困難になったことから、自分たちは海の仕事が忙しく畑仕事を

する余裕もなく、この機会に子供たちが成長し自宅も手狭になったので、転用理由にもあ

るように離れとして居宅そして物置、作業場、そして養殖業を営んでいることから漁業用

資材置場を建設し利用したいとのことでした。周囲への影響ですが、西側に耕作されてい

る畑はありますが、見た限りでは影響はないものと思われます。南側は草刈管理された休

耕畑で、東側は住宅地で影響はないと思われます。ご審議のほど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） 次に日程第７、議案第４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） 議案の７ページをお開きください。議案第４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、地図の５ページです。登記地目、現況地目ともに畑です。面積は 452 ㎡、売

買による権利の移動です。転用目的は一般個人住宅で居宅平家建１棟、113.86 ㎡、駐車場

２台分です。転用理由は、現在借家住まいであり、老齢である両親の介護のため、両親が

居住している場所から近い当該地を取得して居宅を建築したいということです。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、金融機関の融資証明書に

より資金の確認をし、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、地図は６ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は合わせて 459 ㎡。使

用貸借による権利の移動です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階建１棟 48.82 ㎡、物置

１棟 12.34㎡、駐車場３台及び庭敷 260.79㎡。不整形になっております。法面が 65.63㎡、

植栽が 71.42 ㎡。転用理由は、現在借家住まいにつき、両親が居住する本籍地に隣接する

当該地に自宅を新築したいということで、永年の使用貸借です。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、融資証明書により資金の確認をし、周辺 
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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。３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 542 ㎡。売買による権利の移動です。転用目的は、

一般個人住宅、居宅２階建１棟 114.50㎡、駐車場３台分です。転用理由は、現在、借地上

に自宅兼店舗を建て生活しているが、敷地の形状も悪く狭く、利用上も制限があるため当

該地へ移転し永住したいということです。店舗については既に辞めております。こちらも

第２種農地ですが、他に代替性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

の確認をし、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８ペー

ジをお開きください。４番、地図は８ページです。登記地目、現況地目ともに田、837 ㎡。

売買による権利の移動です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階建１棟 161.89㎡、倉庫１

棟 29.81㎡、駐車場６台分 77 ㎡、庭・通路 377.30 ㎡、植込 111㎡、作業スペース 80㎡。

こちらは面積が大きいので配置図を付けております。地図の９ページに配置図を付けてお

りますので、見ていただきたいと思います。転用理由ですが、譲受人は現在、ご自分の住

所地に住宅兼店舗を所有しておりますが、手狭であり作業スペースが必要であるため、住

宅と作業場兼倉庫を建設し作業スペースを確保したいということでした。こちらは８ペー

ジの地図をご覧いただきたいと思いますが、８ページの地図にあるように、住宅が連たん

している状態であります。こういう状態でありますと第３種農地ということになります。

第３種農地のため立地基準を満たしており、残高証明書及び融資証明書により資金の確認

をし、周囲の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５番、地図

の６ページです。登記地目、現況地目ともに畑、125㎡。売買による権利の移動です。転用

目的は露天駐車場、駐車場３台分及び通路。転用理由ですが、現在、地図で見ていただき

ましても、この三角の土地の隣に譲受人のお宅があります。こちらに居住しておりますが、

駐車場が狭いため当該地を取得し、隣接する１筆というのは、この三角の土地と道路との

間に細い土地があるんですが、これと併せて駐車場及び自宅への通路として利用したいと

いうことでございます。こちらは鉄道駅から 300ｍ以内のところですので第３種農地になり

ます。第３種農地であるため立地基準を満たしており、残高証明により資金の確認をし、

周囲の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。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） それでは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４号１番については大船渡地区末崎地域尾形キヨ

シ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（尾形キヨシ君） 推進委員の尾形です。議案第４号１番

につきまして２月 19日、現地調査及び聞き取り調査を行いましたので報告いたします。地

図は５ページです。耕作されていませんが、草刈りは行われていました。周辺の状況は東

側と西側は住宅、北側は市道、南側は山林となっており、周辺農地への影響はないものと

考えられます。譲受人は譲渡人の知人であり、現在大船渡市内に借家住まいをしています。

両親が高齢になっているので、両親の居住する近くの当該地を取得して家を建て、介護、 
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見回り等をしていきたいということでした。以上です。ご審議のほど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４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４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４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４号２番について 10番、私、藤原から説明をいたしま

す。 

 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、議案第４号番号２について調査の

報告をいたします。２月 19日午前、貸付人宅に訪問をし現地の確認をいたしました。夕方

には貸付人から電話で聞き取りをいたしました。申請地は貸付人宅の北側、すぐ後ろにな

ります。現況は耕作している畑と見てまいりました。この申請地は昨年 10月の総会で農用

地区域から除外した農地であり、今回は転用目的で許可申請が出されたものであります。

借受人２名は貸付人の息子夫婦でございます。いつかは両親がいらっしゃるところに帰っ

てこなければならないという思いと、現在借家住まいであることから、当該地に自宅を新

築したいと考えているとのことでした。許可されれば申請地にある電柱の移動を電力会社

にお願いをしたり、宅地造成を業者にお願いしたりして工事に入りたいとのことでした。

排水は現在両親の居宅からの排水路を一緒に利用するとのこと、特に周辺に与える影響は

ないものと見てまいりました。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第４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４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） 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４号３番について７番鈴木力男農業委員から説明をお

願いいたします。 

○７番（鈴木力男君） ７番鈴木です。農地法第５条第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した結果を報告いたします。２月 21日、譲渡人に電話 
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で聞き取り調査をし、その後現地確認をしました。譲渡人は大船渡市出身で、現在は県外

で事業を行なっており、今後も戻ってくることはないので譲ることにしたそうです。譲受

人にも聞き取り調査をしました。現在の自宅は借地で敷地の形状も悪く、店舗兼用なので

居住空間も狭く当該地を取得し移転、永住をしたいと話しておりました。隣接する農地に

対する影響については、当該地の北側、東側は道路、南側は住宅と学校のテニスコートで

あり、日陰になるなど影響はないと思われます。ご審議のほど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４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４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   ） 

○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） 次に議案第４号４番について８番及川建則農業委員から説明をお

願いします。 

○８番（及川建則君） ８番及川です。それでは議案第４号４番について２月の 18日に現

地調査確認をし、２月の 19日午後に譲受人宅を訪問し、本人は不在で息子さんより聞き取

りをして、設計士より電話をして、その計画を聞き、譲渡人宅に行き、譲渡人は不在でし

たが、お姉さんより、その現地の草刈管理が大変で早く売却したいと話しているところに、

譲受人が見つけられて今回に至ったということです。申請地は、草刈管理された休耕田で

す。今後、この申請地に現在より仕事がしやすい作業スペースを作って営業をしたいとい

うことでした。申請地の周りは、北側は個人宅、南側は譲受人宅、西側は市道、東側は川

になっているので、周辺には影響はないと考えられます。報告は以上です。よろしくお願

いします。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第４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４号４

番について本委員会において賛成と決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４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） 次に議案第４号５番について三陸町地区綾里地域畑中圭吾推進委

員から説明をお願いします。 
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○三陸町地区綾里地域推進委員（畑中圭吾君） 推進委員の畑中です。議案第４号番号５

について調査報告をいたします。２月 20日９時半頃、調査を実施してきました。現地は草

刈管理をされた休耕畑です。譲受人の父親から現地を確認しながら話を聞きました。それ

によると転用理由にもあるとおり、隣地に居住しているが、駐車場が狭いため当該地を取

得し、隣接する１筆とともに駐車場及び自宅への通路として利用したいとのことでありま

す。この転用による周辺農地への影響ですが、後方に耕作地はありますが、他は見当たら

ず、また申請理由からいっても特に問題はないと判断してまいりました。以上、報告を終

わります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第４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４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４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） 次に日程第８、議案第５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） 資料の９ページをお開きください。議案第５号農地法の

運用について第４（１）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きます。 

 10ページをお開きください。今回非農地判断していただくのは 16筆です。面積は合わせ

て 18,963㎡です。私からは以上です。 

○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。それでは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ら説明をお

願いします。 

○三陸町地区綾里地域推進委員（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。２月２日午後、局長、菅野主事補に同行い

ただいて調査を実施しました。当該地は昨年 12月２日の第２回総会で議決いただきました

地域周辺の 16件であります。地図の最後に現地の写真が掲載されておりますが、非農地リ

スト１番から 16番まで、いずれも耕作地とはほど遠い地形、環境であり、また利便性の悪

さ、所有者の高齢化に伴い、長い間放置された山林化した状況であります。このような状

況では再度耕作地として利用するのは困難と。非農地とすることが妥当と適判断いたしま

した。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第５号について質疑、意見を許しますが、何かござ 
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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５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に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５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に決定いた

しました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第９、議案第６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（案）及び令和３年度の目標及びそ

の達成に向けた活動計画（案）についてを議題といたします。議案第６号につきましては

去る２月４日に開催されました農地、農政専門委員会でそれぞれ審議をしておりますので、

その審議結果を各専門委員会の委員長から報告をお願いします。初めに農地専門委員会に

おける審議結果を浅野幸喜委員長からお願いします。 

○農地専門委員長（浅野幸喜君） 浅野でございます。審議の概要についてご報告をいた

します。 地英浩委員が欠席をされたため、委員９名で審議を行いました。 

議案書に記載されております解消実績あるいは違反転用面積など、５か所について内容

の確認がありましたが、事務局から説明があり、ご理解をいただいております。また違反

転用が多いなど、５か所について文言の修正意見があり、原案を一部修正することとしま

した。 

以上のとおり、委員皆様による慎重審議を行なっていただき、原案を一部修正すること

で出席者全員の賛成により総会に付議することを可決しております。 

なお、この他２件の意見がありましたので紹介をいたします。一つは、農地パトロール

時に使用する農地台帳と図面についてですが、随時パトロールや農地所有者から相談があ

った時などに使用したいこともあるので、農地パトロール以外も担当者が保管できないか

ということでした。本件について事務局で検討することとしております。もう１件は、茶

畑の維持管理についてですが、このことについては前回の総会後にも植樹の経緯などの確

認がありましたけれども、藤原会長から改めて委員皆さんで意見交換を行い、対応を協議

したい旨の提案をいただいております。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。次に農政専門委員会における審議結果を

古内嘉博委員長からお願いします。 

○農政専門委員長（古内嘉博君） ５番古内です。それでは農政専門委員会の会議の内容

についてご説明いたします。出席委員は農業委員５名、農地利用最適化推進委員５名の 10

名全員であります。あと事務局からは鈴木補佐と菅野主事補が出席しております。 
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 鈴木補佐から、農政の方の説明を受けた後、いろいろ質問、意見を受けたところです。

その中で何点かお知らせしておきたいと思います。一つは、遊休農地に関する措置に関す

る評価のところなんですけれども、以前から遊休農地に椿を植栽する活動を行なっている

が、植樹後に枯れるなど、管理の行き届かない農地が見受けられる。管理方法に対して農

業委員、推進委員がどこまで関われば良いかという意見、質問がありました。事務局から

は、椿を植栽する際には農林課が所有者から申請書を提出してもらい、その中で植樹後の

管理に関しては所有者本人が行うということになっているということで、植樹が行われて

いるという回答がございました。また再度遊休農地にならないような対策を検討していた

だきたいという意見があり、このことについては農林課と話し対応を検討するということ

でした。それから違反転用への適正な対応について、現状と課題の中で、違反転用はなし

という報告があったが、追認申請が多いという現状にある。違反転用というのは具体的に

どのような状態を示すのかという質問がございまして、事務局からは、農地の所有者に対

して是正するよう指導を行なっているにもかかわらず、そのままになっているものを違反

転用と考えているということで、指導により必要な手続きを行なった案件に関しては違反

転用にカウントしていないということでした。それから農地パトロールの担当地域は自分

が住んでいる地域であるため、指導に行くのはなかなか難しいという意見がございまして、

事務局からは対応が難しい農地に関しては事務局に申し出ていただければ対応を検討する

という意見がございました。それから遊休農地に関する措置、現状及び課題、令和３年度

の目標及び活動計画の中で、鳥獣被害に強い作物を勉強し、農家の方々に薦めるなどの活

動も必要でないかという意見がございました。 

それから語句の修正など、一部修正を加えた上で農業委員、推進委員全員から賛成を得

ております。２時 51分に会議を終了いたしております。以上です。 

○議長（藤原重信君） どうもご苦労さまでした。以上の報告を踏まえまして事務局より

修正した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） 議案の 11ページをお開きください。議案第６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（案）

及び令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について。令和３年２月４日

に開催した令和２年度第１回農地専門委員会及び第１回農政専門委員会において議決され

た標記活動点検・評価（案）並びに活動計画（案）について、本委員会の会議に付し可否

を決定していただきたいと思います。また、標記活動点検・評価（案）並びに活動計画（案）

が本委員会において可と決定された場合、その内容を地域の農業者等に公表し、30 日間そ

れらの者からの意見及び要望等を募集することについて承認を求めるものでございます。 

 11 ページ以降の活動の点検・評価（案）でございます。専門委員会でご説明いたしまし

たので、ここではその後訂正された部分のみお知らせ、説明したいと思います。12 ページ

は当初のままでございます。13ページですが、上の方、現状及び課題ですが、その中で課 
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題のところの２番、中山間地域であり経営規模の拡大が困難なためというふうに、一部表

現を訂正いたしました。次にその下の方、３番目標の達成に向けた活動の活動実績ですが、

４番のところ、概ね毎月という表現を削除することといたしました。次に 14ページですが、

14 ページは原案のままでございます。15 ページも同じです。次に 16 ページですが、違反

転用への適正な対応ということで、１番現状及び課題の課題ですけれども、追認申請が多

いという表現でしたが、これは余りよろしくないので、散見されるということに訂正をい

たしました。それから下の３番、活動計画・実績及び評価、活動に対する評価ですが、こ

こも追認申請が多いという表現でしたが、それを指導により追認申請となった案件もある

という表現に訂正いたしました。17 ページですが、下の表の２農地転用に関する事務の審

議結果等の公表ですが、実施状況のところ、ホームページの公開という言葉が表記されて

おりませんでしたので、ホームページでの公開という表記を追加して訂正しております。

次に 18ページの下の表ですね、４情報の提供等のうち、農地台帳の整備、実施状況ですが、

データ更新のところ、始め令和元年と書いてありましたが、正しくは令和２年でしたので、

訂正させていただきました。19ページは訂正はありません。20ページも訂正はありません。

21 ページですが、上の表大きな２番の１現状及び課題の課題ですが、これも先ほどと同じ

ように、中山間地域であり経営耕規模拡大が困難であるためと表現を訂正いたしました。

それから２番、令和３年度の目標及び活動計画（案）の活動計画の２番、５月開催予定の

認定農業者の会総会ということで、予定と総会を追加いたしました。22 ページですが、下

の方、大きな５番、違反転用の適正な対応、現状及び課題の課題ですが、これも先ほどと

同じで、追認申請が散見されるということで訂正いたしました。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） それでは以上で質疑、意見を終わり直ちに採決いたします。議案

第６号を本委員会において原案のとおり決定し縦覧に供することを承認することに賛成の

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６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（案）及び令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）

については本委員会において原案どおり縦覧に供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 10、議案第７号大船渡市農業委員会委員の辞任同意に

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） 議案の 23ページをお開きください。議案第７号大船渡市

農業委員会委員の辞任同意について。令和３年２月１日付けで提出された大船渡市農業委 
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員会委員の辞任について、農業委員会等に関する法律第 13条第１項の規定により本委員会

の同意を求めるものでございます。辞任の理由は一身上の都合によるものでございます。 

 24ページに辞任願いの写しがございますので、ご確認いただきたいと思います。 

次に 25ページに資料としまして農業委員会等に関する法律の抜粋を掲載しておりますの

で読み上げます。委員等の辞任。第 13条、委員は、正当な理由がある時は市町村長及び農

業委員会の同意を得て委員を辞任することができる。２番は省略いたします。なお、市長

の同意は既に得ております。私からは以上です。 

○議長（藤原重信君） 事務局長。 

○事務局長（飯田秀君）それでは私からちょっと補足させていただきたいと思います。２

月１日に本人から辞任願いを受け取りました。その際、聞き取りを行いましたので、とり

まとめてご報告させていただきます。現在、高齢の母親と小学生の娘の３人で暮らしてい

ます。昨年 11月の農業委員の就任とほぼ同時期に、母親の膝の膝痛が悪化し、これまで母

親と分担して行なってきた家事を、手のかかる小学生の娘の面倒をみながら、ほとんど自

分がその家事を担わなければならない状態となり、家庭の環境が一変しました。家業の農

業においても地域の農家等が減ってきたため、今年１町歩近く耕作面積を増やす予定であ

るが、自分も 62歳となり、体力の低下を感じるようになってきております。娘の子育てや

家事と仕事との両立は身体的にも精神的にもたいへん厳しく、今後農業委員としての職責

を担っていくことが困難な状況になりましたと説明をされました。 地英浩委員において

は農業委員という職責や、後押しをしてくれた地元の方々の信頼に応えなければならない

という責任の重さ、農業委員会業務への影響など、様々悩まれた末の決断であるというふ

うに判断をさせていただいたところでございます。私からは以上でございます。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第７号について質疑並びにこの案件に係る発言を許

しますが、ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑並びにこの案件に係る発言を終わり直ちに採決いたし

ます。議案第７号について本な委員会において同意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７号大船渡市農業委員会委員の辞任同意については本委員会として同意

することに決定いたしました。 

なお、 地英浩農業委員の辞任につきましては任命権者である、先ほども申し上げまし

たが、市長が同意しており、本委員会の同意をもって本日付けで承認となりました。 

○議長（藤原重信君） 以上をも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。 
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 これをもちまして第５回総会を閉会いたします。 

 

午後３時 11分閉会 
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