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第８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５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  農地法の適用外であることの証明願について  

 

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       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     吉浜地域  地 久寿君 

遅刻者（０名） 

早退者（０名） 

欠席者（２名） ４番 金野たか子君 

三陸町地区越喜来地域 鈴木 学君 

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 

 

○議長（藤原重信君） 皆様、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８回大船渡市農業委員会総会を開会いたします。 

 開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。先日のお茶摘み作業、ご参加いただき

ましてありがとうございました。女性の委員さん、推進委員さんが手がけたお茶畑、３年

目を迎えられたようであります。今年はツバキ協会の林田会長さんはじめ、ご協力いただ

きまして、約 20 名で収穫をいたしまして、５㎏ちょっとですかね、摘み取りをしまして、

今日、皆様に振る舞ったお茶がそのお茶でございます。ご苦労さまでございました。 

 それから去る 19日、盛岡市で市町村の農業委員会の会長・事務局長研修会が開催され出

席してまいりました。33 の市町村から出席した会長さんは 26 名、事務局長さんは 31 名で

ございました。研修の主な内容といいますのは、農地集積、集約化を目的とした地域農業

マスタープランの実践、そして農地利用最適化活動を強力に推進するというものでありま

した。また、効率的な年次活動をできるよう、全農業委員会にいよいよタブレットの端末

を配備する計画になっているということでありました。３年度は奥州市と矢巾町の農業委

員会に配備したいということで、これから進めていくことと思います。そして研修会に先

立っての表彰では、後ろの方に表彰状がございますが、令和２年度の全国農業新聞普及拡

張取組で、大船渡市農業委員会が農家戸数普及率の部で全国第 10位ということで表彰をい

ただいてまいりました。皆様のご協力に感謝申し上げ、挨拶といたします。 

○議長（藤原重信君） 本日出席の農業委員は８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４番金野たか子農業委員の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越喜来地域鈴木学推進委員の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、小松事務局長から報告をお願いします。 

○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７回総会以降の経過報告でございます。５月７日

に市の広報誌が発行され、３月の総会において議決をいただきました空き家バンク利用に

よる農地取得等下限面積の緩和について掲載しております。５月 19日、一般社団法人岩手

県農業会議農業委員会会長・事務局長研修会及び会議が岩手教育会館で開催され、会長と

私が出席しております。５月 25日、令和３年度全国農業委員会会長大会が YouTubeでライ

ブ配信により開催されております。内容については事前資料により確認しているところで

ございます。５月 26 日、末崎町の茶畑でお茶摘み作業をしたところでございます。本日、

令和３年度岩手県都市農業委員会会長会総会が都南公民館で開催されておりますが、本日

の市農業委員会総会と重複しましたので、欠席としております。 

 次に本日の総会以降の行事予定でございます。６月 21日、市広報に農地パトロールの記

事を掲載する予定としております。農業委員会への説明前ではございますけれども、周知 
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時期の関係がございますので、ご了承願います。次回の第９回総会は６月 28日に開催を予

定しております。総会後に農地パトロールについての説明会を予定しておりますので、よ

ろしくお願します。なお、行事等についてご不明な点につきましては、事務局までお問い

合わせ願います。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。 

○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） 

○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、議事録署名人には７番鈴木力男農業委員、９番熊谷玲子農業

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ページをご覧ください。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、登記地目は畑、現況は畑及び山林、面積はあわせて 1,844.86㎡。相続による

権利の取得です。５月６日届出、同日受理です。次に２番、登記地目、現況地目ともに畑、

面積 181 ㎡。相続による権利の取得です。４月 27 日届出、４月 28 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３番、登記地目は田、畑及び宅地、現況地目はため

池、公衆用道路、田及び畑です。面積はあわせて 7,045.32㎡。相続による権利の取得です。

４月 15日届出、同日受理でございます。次に４番、登記地目、現況地目ともに畑、面積 391

㎡。相続による権利の取得です。４月 19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 
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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していただき

ます。 

 番号１番、地図の１ページです。登記地目は畑、現況は雑種地です。面積 1,239 ㎡のう

ち 86㎡。賃貸借です。転用目的は道路、通路ですね。一時仮設通路 86.00㎡です。転用理

由は、工事施工のための一時仮設道路を造るということです。７月 29日付けで許可をして

おります。その時は８月１日から令和３年６月 30日までということでしたが、計画通り事

業を遂行できない理由のところを見ていただきますと、当工事内容の変更及び増工による

工期の延長のためです。延長した結果、令和２年８月１日から令和３年 11 月 30 日までの

一時転用となります。この場所は、300ｍ以内に鉄道駅がある第３種農地でありますので立

地基準を満たしておりますし、残高証明書により資金を確認し、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１号１番について大船渡地区赤崎地域浅野幸喜推進委員から説明をお願い

します。 

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

告をします。５月 24日に貸付人からは電話で、また、借受人からは現地において聞き取り

を行いました。本件は事務局から説明があったとおり、昨年７月の本総会に付議され、許

可と決定されたものですが、工事内容の変更及び増工のため工期の延長が必要となったこ

とから、一時転用期間の満了日である令和３年６月 30日を令和３年 11月 30日に変更した

いというものです。現地の状況についてですが、現在、この地域において県道の海岸に近

いところは山側に新ルートを工事中ですが、このことに伴って道路工事を借受人が受注し

たため、現場付近に仮設の工事現場事務所を設置するとともに、作業現場に通ずる申請地

の仮設通路が必要となり、現在は当初の申請どおり敷き鉄板を設置し使用していました。

なお、申請地付近一帯は津波浸水地域であり耕作している農地もないこと、また、申請地

は工事完了後には敷き鉄板を撤去することで現状を回復することとしており、周辺への影 

響は特にないものと思われます。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） 

○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） 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。 

○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。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して

いただくものです。 

番号１番、地図は２ページです。登記地目、現況ともに田。面積は 2,581 ㎡。権利の種

別は賃貸借です。貸付人の申請理由は、経営規模縮小のため。譲受人の申請理由は、新規

就農のためです。受入帯の稼働人員５人中２人。機械はトラクター１台、散布機１台を所

有しております。農地取得の下限面積を満たしており、すべての農地が効率的に耕作され、

周辺農地に与える影響を与えないということを確認しておりますので、許可基準を満たし

ております。次に２番、地図は３ページです。登記地目は田、現況地目は畑、面積は 1,442

㎡。贈与です。譲渡人の申請理由は、市外在住により管理できないため。譲受人の申請理

由は、経営規模拡大のため。これは経営面積ゼロになっていますが、以前は経営していた

んですが、最近休んでいる状態で、それで改めて借りて耕作するということですので、経

営規模拡大のためということで書いております。受入世帯の稼動人員は２人中１人です。

こちらも農地取得の下限面積を満たしており、すべての農地が効率的に耕作され、周辺農

地に与える影響はないことを確認しておりますので、許可基準を満たしております。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。議案第２号１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２号の１番について報告いたします。５

月 25 日午後３時 50 分頃、貸付人宅を訪問し話を聞きました。貸付人は入院していて不在

でしたので、奥さんから話を聞きました。15 年ぐらい前まで、貸付人のお父さんが稲作を

していましたが、その後は草刈りなどして管理していました。４月の大きな地震の時に庭

の石垣が崩れたため、借受人の会社の人を頼んで機械でその石を片づけてもらったそうで

す。後日、借受人が来て、農業を始めたいので農地を貸してほしいと言われたそうです。

貸付人は管理も大変になってきたので貸すことにしたということでした。その後、午後４

時過ぎに借受人の会社を訪問して話を聞きました。きっかけは、昨年、若者向けの農業セ

ミナーに参加する予定だったそうですが、都合が悪くなり行けなかったそうです。その後、

合同庁舎の人が資料を持ってきてくれたそうです。それが農業をするきっかけだったよう

です。現地はマルチが敷かれピーマンの苗が植え終わったばかりでした。早く苗を植えな

いと遅くなってしまうので、許可がおりる前に従業員や近所の人に手伝ってもらって植え

てしまったそうです。収穫時期には従業員の奥さんや近所の人にも手伝ってもらう予定で、

農協に出荷する予定だそうです。以上、報告を終わります。よろしくお願いします。 
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○議長（藤原重信君） それでは議案第２号１番について質疑、意見を許しますが、何か

ございませんか。５番古内委員さん。 

○５番（古内嘉博君） ５番古内です。この議案第２号は異議ありませんけれども、借受

人について、ちょっと確認というか、聞きたいんですけれども、何歳ぐらいで今会社勤め

と言っておられますが、会社に勤めながら農業をする予定なのか。今、ピーマンを植えた

ということなんですが、どのくらい作ったのか知りたいんですけれども、以上です。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 後半をもう１回お願いします。 

○５番（古内嘉博君） 何ぼぐらい植えたのか。何ぼぐらい面積にピーマンを植えたんだ

か。面積の半分植えたとか。 

○議長（藤原重信君） はい、２番今野委員。 

○２番（今野八重子君） 26日か 27日に確認したところ、面積全部ピーマンの苗が植えて

ありました。 

○５番（古内嘉博君） はい、わかりました。何歳ぐらいなの。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） その近くのですね、何という会社でしたっけ。 

○２番（今野八重子君） Ａという会社で、経営を。 

○５番（古内嘉博君） 経営しているんだね。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 30代の方ですね。 

○５番（古内嘉博君） 30代。はい。 

○議長（藤原重信君） よろしいですか。あとございませんか。 

（「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） 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） 次に議案第２号２番について５番古内嘉博農業委員並びに６番中

村亨農業委員から説明をお願いします。では、古内委員さんからお願いします。 

○５番（古内嘉博君） ５番古内です。今回は綾里地区なんで、私と中村さん、両方の担

当ですが、私の方から説明させていただきます。申請地は、畑として管理してきれいな状

態でありました。それで贈与ということなんですけれども、譲受人が姉で譲渡人が弟だそ

うです。何十年も前から姉の譲受人と近所の人が管理してきたそうです。以上です。 

○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） 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６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、地図の４ページです。登記地目は田、現況地目は畑、面積はあわせて 23 ㎡。

売買による権利の移動です。転用目的は駐車場、駐車場３台として総面積 51.00 ㎡。転用

理由ですが、現在、隣接する雑種地を駐車場として利用していますが、狭く不便なため当

該地を取得し、使用している雑種地とあわせて駐車場として利用したいということです。

地図の白い四角のところが今使っている雑種地です。それに今回、申請地をあわせて駐車

場として利用したいということです。こちらは第一種低層住居専用地域ですので第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、残高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。次に２番、地図の５

ページです。２番と３番はいずれも５ページに掲載しています。２番ですが、登記地目、

現況地目ともに畑、374㎡。使用貸借です。転用目的は住宅です。居宅平家建１棟 128.35㎡

と駐車場２台です。転用理由ですが、現在、借家住まいにつき、祖母名義の土地を借りて

自宅を建築したいということで、永年の使用貸借です。こちらは３番と一緒にあわせて説

明します。番号３番、地図の５ページです。登記地目は畑及び田、現況地目は畑です。面

積合計は 323 ㎡、こちらも使用貸借です。転用目的、こちらは道路です。通路として路巾

６ｍ、延長 34ｍ及び巾４ｍの延長 27ｍ。転用理由は、自宅建設予定地への通路として利用

しますが、永年の使用貸借です。こちらはこの周りの土地も今後も宅地として分譲してい

く予定であるため、このように６ｍ巾及び４ｍ巾という道路を造って、今後も利用してい

くということです。２番と３番につきまして第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。次に議案書の７ページをお開きください。番号４番、

地図は６ページです。４番、登記地目、現況地目ともに畑、面積は 1,639㎡のうち 630㎡。

賃貸借です。転用目的は現場事務所及び駐車場、プレハブ１棟 26.2 ㎡、仮設トイレ 1 棟、

敷鉄板 24枚です。転用理由ですが、貝塚群発掘調査現場事務所及び駐車場のため。許可の

日から 10か月間の一時転用です。こちらは第一種低層住居専用地域になっております。こ

ちらの４番ですが、第３種農地のため立地基準を満たしており、予算内示書により資金を 
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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。次に５番、地図

は７ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 1,169 ㎡。使用貸借です。転用目

的は発掘調査、発掘調査 130 ㎡と資材及び排土置場として 1,039 ㎡を使用します。転用理

由は、貝塚群発掘調査及び資材・排土置場のため。許可の日から 10か月間の一時転用です。

こちらも第一種低層住居専用地域のため第３種農地です。こちらについても同様に第３種

農地のため立地基準を満たしており、予算内示書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６番、地図の８ページです。６番と

７番は８ページに記載しております。６番は、登記地目は田、現況地目は畑、68 ㎡。売買

です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階建１棟 57.96㎡、駐車場２台。総面積は 197㎡。

転用理由ですが、現在居住している自宅が老朽化したため、子供の通学に便利な当該地に

自宅を新築したい。なお、西側隣接の雑種地と一体利用するということです。続いて関連

しますので７番、登記地目は田、現況地目は畑です。面積はあわせて 33㎡。こちらは使用

貸借になります。こちらの転用目的は道路、道路巾４ｍ・延長 32ｍの 128 ㎡です。総面積

128.00 ㎡ですが、転用理由ですけれども、自宅建設予定地への専用通路として隣地の雑種

地と一体利用します。永年の使用貸借です。こちらの地図の白いところが一体利用する部

分でございます。第一種低層住居専用地域のため第３種農地です。この６番と７番ですが、

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。なお、地図に書いてあるちば内科

診療所は現在、建物はありません。去年、適用外証明をしていただいたところです。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。議案第３号１番から５番については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。まず議案第３号の

１番について報告いたします。現地調査及び関係者からの聞き取り調査は５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、譲渡人に確認したところ、当該地は１

月の総会で５条許可申請を行い、宅地化されたところに隣接する農地で、駐車場用地とし

て計画的に残したものです。前回、休耕地の転用申請確認した部分は、図面では今回は申

請地の左側部分になります。その部分を譲渡する話があった時点で、譲受人から駐車場と

しての譲渡の申入れがあり、先に宅地として譲渡した部分とは切り離して、今回転用申請

することになりましたとのことでした。また、譲受人から現地で確認したところでは、譲

受人の自宅は図面では申請地の上側に書かれているところになります。自宅の駐車スペー

スが狭く、これまでも雑種地部分、１台分の敷地を使用していたが、狭いため、隣地が分

譲されて宅地化されることになったので、その時点で駐車場の狭隘を解消するために取得

を計画したとのことです。周辺への影響はないものと考えられます。 
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 続いて議案第３号の２番、３番について、この２番、３番についてはそれぞれ先ほども

説明ありましたが、貸付人、借受人が同じですので、あわせて報告いたします。関係者か

らの聞き取り調査は５月 21日に行なっております。申請に至った経緯については貸付人か

ら確認したところでは、当該地は知人の紹介で昨年まで福祉施設の野菜栽培用の農地とし

て賃貸をしていたところでした。農業の後継者もなく、今後、宅地化し分譲を考えていま

す。今回は孫が近くの民間アパートに居住しているので、自宅新築用地として当該地を使

用貸借することにしました。なお、福祉施設との賃貸借の解消については事前に了解を得

ているとのことであります。２番の用地１筆は宅地として、３番の用地３筆は宅地への通

路として利用する計画とのことです。また、借受人から電話により聞いたところ、現在、

民間アパートに住んでいるが、実家の隣の当該地を祖母から使用貸借して自宅を新築する

ことにしたとのことです。周辺への影響ですが、左右には農地は残りますが、貸付人の所

有地であり、今後、宅地化を考えている農地とのことであり、影響はないものと考えられ

ます。 

 続いて議案３号の４番と５番、これは貝塚の遺跡発掘調査に係る賃貸借による一時転用

申請であります。まず議案第３号の４番について、関係者からの聞き取り調査は５月 21日

に行なっております。申請に至った経緯については、貸付人から電話で聞いたところ、畑

は草刈り管理された休耕地で、これまでも数回、発掘調査のため同様の貸出しを行なって

きているとのことであります。今回は延長の可能性もあるが、一応 10月頃までの予定で貸

してほしいと借受人から申入れがあり、貸出しすることにしましたとのことです。借受人

から確認しました。本件は次の案件５番の許可申請に係る用地の遺跡の発掘調査を行うこ

とになり、その際の現場事務所のプレハブ設置、駐車場として使用するためとのことです。

使用期間は掘ってみないと、はっきりしたことはわからないので、余裕をみて 10か月とし

ておりますとの説明でした。 

 続いて議案第３号の５番について、４番で報告のとおり、貝塚の遺跡発掘調査対象農地

の一時転用申請であります。関係者からの聞き取りは５月 22日に行なっております。申請

に至った経緯については、貸付人は県外に居住しているため、代理人から電話により聞き

取り調査を行なっております。震災直後まで、図面では申請地の中央にある住宅は両親が

住んでおりましたが、数年前に亡くなって貸付人が相続しました。当該地は休耕地で、管

理は親戚に依頼して草刈り管理を行なっていました。今後、宅地化を計画しており、今回

は図面の宅地と、その宅地の庭の一部の農地を発掘調査を行うことになりました。発掘調

査を行わない部分も、そのための資材置場と排土置場として使用するために貸出しの申し

出がありました。借受人から確認しました。当該地は宅地化が計画されており、宅地の北

側の一部の発掘調査を行うことになり、発掘調査する部分以外はその際の資材と排土置場

として使用するため借り上げしましたとの説明でした。１番から５番までの報告は以上で

あります。 
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○議長（藤原重信君） ご苦労さまでした。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） それでは議案第３号２番と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３号２

番と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３号２番と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） 次に議案第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） 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番と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。 
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○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６、７番に

つきまして５月 23 日に現地調査、それから 23 日、24 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、現況は休耕畑になっており、草刈り

管理等が行われて保全管理されております。周辺の状況は、北側は休耕畑と学校の校舎、

東側は歯科医院、西側は駐車場、南側は地図では診療所になっておりますが、現在、他地 

域に移転したため建物は解体になり更地です。また、市道を挟んで特別養護老人ホームが

建っております。譲渡人の代理人からは 24 日、譲受人からは 23 日に話を伺いました。転

用理由のとおり、自宅が老朽化したため、子供に通学に便利な当該地に自宅を新築したい

とのことでした。また、一体として事業計画書にある雑種地の所有者は、両方とも譲渡人

の代理人で、その雑種地とあわせて専用通路としての永年の使用貸借なようです。周辺農

地への影響は、当該地のすぐ北側は休耕畑になっておりますが、譲渡人の所有ですし、他

は住宅地で影響はないと思います。以上で報告を終わります。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６番と７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３号６

番と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６番と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） 次に日程第７、議案第４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４号農地法

の適用外であることの証明願を受理しましたので、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９ページです。登記地目は田、現況地目は宅地、面積 340 ㎡。非農地

の事由ですが、平成７年当時に隣地２筆にまたがって住宅を建てた際に、当該地を庭及び

通路として取得して利用し、現在に至っております。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いましたが、この度、農地であることが判明したため、

証明願を提出することになりました。第一種低層住居専用地域で第３種農地であります。

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。議案第４号１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。 
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○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４号１番につき

まして５月 23日、現地調査並びに聞き取り調査を行いましたので報告をいたします。登記

地目は田になっておりますが、現況は通路と植木が一面に植えられており、農地としての

利用は不可能と思われます。周辺の状況は、北側に所有者の自宅があり、東側は水路を挟

んで住宅地、国道がありますし、南、西側は自己所有の畑と、水路を挟んで量販店が建っ

ております。所有者は不在でしたので、息子さんから話を聞きましたが、非農地の事由の

とおり、平成７年に住宅を建てた際に当該地を庭及び通路として利用し現在に至っており、

農地ではないと考えていたということでした。周辺農地への影響は、自己所有の畑だけな

ので影響はないと思います。現在、畑に住宅を建設する計画があり、近く農地転用をした

いとのことでした。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４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） 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。 

 これをもちまして第８回総会を閉会といたします。引き続き事務局から連絡事項があり

ますので、そのままご着席願います。 

 

午後２時 56分閉会 
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