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第９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６月 28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  農地法の適用外であることの証明願について 

日程第９  議案第６号  農地に該当するか否かの判断について 

 日程第 10 議案第７号   農業経営基盤促進法に基づく農地利用集積計画の決定につい

て（一括方式） 

 

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   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） 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９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。暑い日が続く季節になってま

いりました。今のところ水稲、野菜など、順調に生育しているようであります。お互いに

暑さ対策に心がけながら作業をしてまいりたいと思っております。 

 それから私どもの地域のことをちょっとご紹介したいなと思ってお話しをさせていただ

きますが、我々の地域では、稲作農家の方々が集落を超えて中山間交付金の活用をして労

働力の軽減、経費の節減、品質の向上をめざして、今年度からドローンを使っての病害虫

協同防除を計画しているようであります。秋の結果がどう出てくるのかわかりませんが、

いいお話しが皆さんにもできればなと、そんな思いをしているところであります。 

 それからこの時期になりますと毎年農地パトロールがスタートいたします。どうぞ皆様

のご協力をお願い申し上げまして、挨拶を終わります。 

○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、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８回総会以降の経過報告でございます。６月 21日

に市の広報誌が発行されて、農地パトロールの実施について掲載しております。 

 次に本日の総会以降の行事予定でございます。６月 30日、一般社団法人岩手県農業会議

定時社員総会が盛岡市の県産業会館で開催予定です。事前に総会資料を確認し、コロナ禍

の状況も考慮し会長と相談の上、今回は書面議決を提出したところです。７月 16 日、「農

地の日」の行事として椿油産地化研究会が実施する椿の植樹会とタイアップを予定をして

おります。総会終了後の事務連絡でも別途説明させていただきます。次回の第 10回総会は

７月 28日に開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。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 
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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。 

○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、登記地目は畑及び雑種地、現況地目は畑となっております。面積はあわせて

684 ㎡。相続による権利の取得です。５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

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３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、本委員会の会議に附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、現況地目ともに畑、面積は 415 ㎡。権利の

種別は売買です。転用目的は一般個人住宅です。居宅２階建１棟 103.5 ㎡、駐車場２台と

いうことに変更したいということです。初めに計画どおり事業を遂行できなかった理由を

見ていただきたいと思います。一番右の下側です。最初は譲渡人の現居住地を息子に譲り、

当該地に住居を新築する予定でしたが、息子が親との同居を希望し、結果として居住敷地

内に別棟を新築したため、この場所での建築が必要なくなったということでした。転用理

由の方、変更後の転用理由は、現在の居住地が子供の通学、交通の便、買い物等、生活す

る上で不便を強いられているため、当該地へ移転新築したいということでした。当初の許

可は平成 15 年８月に居宅１棟 97.2 ㎡外として転用許可しているところでございます。ち

なみにこの場所は第一種低層住居専用地域ですので第３種農地でございます。第３種農地

であるため立地基準を満たしており、住宅ローン事前審査結果通知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。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１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 
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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１号の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６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、譲渡人宅を訪問し聞き取りを行なっており

ます。18年前の平成 15年に当該農地を取得しましたが、その当時の計画は、自宅を息子に

譲り当該地に自分の居宅を新築する計画でした。その計画は延び延びになり、農地のまま

草刈り管理してきました。その後、息子が同居を希望し、今から６年前の平成 27年に冨岡

の現住居敷地内に増築し同居を始めたため、当該用地が必要なくなりました。今回、当初

の計画を変更して手離すことにしたとの説明がありました。一方、譲受人、今回は代理の

奥さんに電話で確認いたしました。居宅新築のため宅地を探していましたが、不動産業者

から当該用地を斡旋されて、ここが適地と考え取得することにしたということであります。

周辺への影響ですが、周り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４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。登記地目は田、現況は畑、面積は 528 ㎡。権利の種別

は贈与です。申請事由ですが、譲渡人は県外在住であり管理できないため、叔父にあたる

譲受人に贈与するということです。譲受人は８ａの農地を持っておりますが、自宅の周辺

にある農地です。ただ、この申請地についても自宅からほど近いということになっており

ます。受入世帯の稼働人員２人中１人。耕うん機１台、草刈機３台を持っております。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、周辺農地に影響を

与え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番について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 
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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、６月 24日、現地調査及び聞き取り調査を

行いましたので報告をいたします。申請地は、耕作はされていませんが、草刈りは行われ

ていました。譲受人に現地でお話しを伺いました。申請地は譲受人の弟の所有でしたが、

死亡により娘である譲渡人が相続しましたが、県外在住であり管理できないため、叔父の

譲受人に譲りたいという話になったそうです。譲渡人からは同日、電話にて確認、了承の

返事をいただいております。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） 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） 議案書の５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

していただくものです。 

 番号１番、地図の３ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 103 ㎡。転用目

的は宅地です。市道から出入りするための通路として、砂利を敷いて使います。転用理由

ですが、現在、南側自己所有地、地図にも載っております。一体化して事業計画地となる

宅地、こちらへの出入りについては東側の砂利道、路巾約 2.0ｍを利用して出入りしていま

すが、不便を強いられていますので、当該地を通路として利用し、直接北側市道（舗装道）

から出入りできるようにしたいということでございます。用途指定のない第２種農地でご

ざいます。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番については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号農地法第４条第１項の規定による許

可申請１番についての調査報告いたします。申請地は、雑草が伸びていました。６月 24日

午後、申請人宅を訪問し話を聞きました。以前、申請地の南側で事業をしていたが、もう 
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終わった。30 年前にこの土地を買ったが価格の折り合いがあわなく、申請地は使わなかっ

た。この土地の元所有者も代が替わり、３、４年ぐらい前に申請地を買ってほしいと言わ

れ購入した。申請地の東側の通路は赤線なので市道から直接出入りできるようにしたい。

許可がおりたら申請地を分筆して申請地の南側と一体で売りたいと考えている。残りの三

角の小さい方は、申請者の弟に譲るということでした。申請地の周辺ですが、北側は道路

を挟んで休耕畑、西、東、南側は宅地ですので、影響はないものと思います。以上、報告

を終わります。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４ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 226 ㎡。権利の

種別は売買です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階建１棟 56㎡、駐車場２台です。転用

理由は、現在借家住まいであるが、職場が大船渡市内であり、当該地を取得して自己所有

の居宅を新築し、永住したいということです。第一種中高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、融資予約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

５ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 415㎡のうち 238.25㎡です。権利の

種別は使用貸借です。転用目的は、その他施設用地。重機作業スペース 191.89㎡、残土・

資材置場スペース 46.36 ㎡。転用理由は、携帯電話無線基地局の建設工事のため一時転用

をいたします。許可の日から令和３年 10 月 29 日までの一時転用です。第一種住居地域で

すので第３種農地です。こちらについては第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もないため一般基準を満たしており

ます。次に３番、地図は６ページです。登記地目は畑、現況地目は畑及び雑種地、面積は

あわせて 84 ㎡。権利の種別は売買です。転用目的は一般個人住宅、庭及び物干し場 84 ㎡

です。転用理由ですが、平成 25年頃、隣地に２階建の住宅と塀が建ち、自宅の日当たりが 
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悪くなったため申請地の１筆を物干し場として利用していました。ただ、そちらでは狭い

ため申請地のもう１筆とあわせて庭及び物干し場として利用したいということです。１筆

については既に使っていますので追認案件とします。それからこちらは駅から 300ｍ以内の

地区ですので第３種農地になります。第３種農地のため立地基準を満たしており、残高証

明により資金を確認をし、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。

１筆については既に使用しており、始末書が提出されております。次に７ページをお開き

ください。番号４番、地図の７ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 693㎡。

権利の種別は使用貸借です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階建１棟 118.92㎡、駐車場

２台、法面が 100 ㎡あります。転用理由として、現在、借家住まいにつき父親名義の当該

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。こちらは第一種住居地域である

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、残高証明書及び住宅ロ

ーン事前相談結果通知により資金を確認し、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１ページです。これは事業計画変更をしたところ

です。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 415 ㎡。権利の種別は売買です。転用目的は

一般個人住宅、居宅２階建１棟 103.5 ㎡、駐車場２台。転用理由は、現在の居住地が子供

の通学・交通の便・買い物等、生活する上で不便を強いられているため、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であり第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、住宅ローン事前審査結果通知により資金

を確認し、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） 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番と２番について４番金野たか子農業委員から説明

をお願いします。 

○４番（金野たか子君） ４番金野です。議案第４号１番についてご報告いたします。26

日、譲受人より電話でお話しを伺いました。現在、市外で借家住まいあり、職場が大船渡

市内であるため、当該地を取得して永住したいとのことです。周辺は宅地化が進んでおり、

周辺農地への影響はないものと見てまいりました。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 ２番についてご報告いたします。26 日夜に貸付人の自宅にてお話しを伺ってまいりまし

た。現在、野菜等を植えているが、８月いっぱいには収穫を終えなければならないという

ことでした。周辺農地への影響はないものと見てまいりました。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。以上です。 

○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） 
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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番と４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いたします。 

○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。３番について報告

をいたします。調査は６月 22日、譲渡人がご不在だったことから、奥様から聞き取りを行

いました。また後日、譲受人から聞き取りと現地の確認を行いました。周辺及び現地の状

況ですが、地図をご覧いただきます。まず１筆ですが、北東側は住宅、南側は線路、西側

は譲受人のご自宅で、線路との境界付近まで建物が建っており、これらに挟まれ草刈り管

理された平坦な三角形の休耕畑で、足にコンクリート台が付いた移動可能の物干し台が一

対置いてありました。また、もう１筆は北東側は市道、南側は線路、西側は住宅に挟まれ

た平坦な変形地で梅と柿の木が植えてあり、譲受人のご自宅から 20ｍから 30ｍほど離れた

ところになります。次に、申請に至った経緯になりますが、転用理由に記載のとおり、平

成 25年頃、東側の隣地に２階建の住宅が建ち、自宅の日当たりが悪くなったため、申請地

の１筆を譲渡人から借用し、物干し場として使用していたとのことです。この度、その借

用していた１筆とあわせて申請地のもう１筆も譲り受けることになり、物干し場や庭とし

て利用したいとのことでした。なお、周囲には耕作している農地がないことから、特に影

響はないものと思われます。 

 引き続き４番について報告をします。調査は６月の 22日、貸付人である父親と借受人で

ある息子さんから聞き取りと現地の確認を行いました。周辺及び現地の状況ですが、ここ

には新しい道路が記載されていませんので、まずその状況を説明をいたします。地図をご

覧いただきますが、地図の中央付近に申請地がありますが、申請地の北西側の角と、そこ

から少し離れた住宅、ここの間を申請地の西側に沿って上側から下側、言い換えますと北

側から南側方向に新しい県道が工事中です。申請地はこの新しい県道の工事にあわせて盛 
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土をして農地の形状を変更するため、あらかじめ改良の届出がなされており、盛土工事完

了後には完了の届出がされております。現地を確認したところ、元の形状に比べて２、３

ｍほど、それ以上のところもあるかも知れませんが、全面盛土され整地されていました。

ちなみに申請地の形状についてですが、西側の道路に面しているところのうち、人や車両

等が出入りする三角に細まった西南側、ここは道路面と同じレベルですが、その場所以外

の北側は緩やかに道路面が上がっていますので、申請地は県道の擁壁に接している状態で

す。一方、北東側と南東側は法面の高さが２ｍから３ｍほどあることから、本申請が承認

された後に擁壁工事を行うことにしているとのことです。次に申請に至った経緯になりま

すが、現在、息子さんは家族と市営住宅に住んでおりますが、子供さんたちの将来も考え、

父親名義の当該地に自宅を新築したいとのことでした。なお、周囲への影響についてです

が、周囲には耕作している農地もないこと、生活排水は下水道を、雨水は側溝を利用する

とのことであり、特に影響はないものと思われます。以上でございます。 

○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４号５番に

ついてですが、本件は先ほど議案第１号の事業計画変更と同じ内容になります。重複する

形となりますが、報告いたします。申請に至った経緯については譲渡人から聞いたところ、

18年前の平成 15年に当該農地を取得しましたが、その当時の計画は、自宅を息子に譲り当

該地を自分の居宅に新築する計画でした。その計画は延び延びになり、農地のまま草刈り 
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管理してきました。その後、息子が同居を希望し、今から６年前の平成 27年に現居住地敷

地内に増築し同居を始めたため、当該用地が必要なくなりました。今回、当初の計画を変

更して手放すことにしたということであります。一方、譲受人の奥さんに電話で確認いた

しましたが、自宅新築のため宅地を探していましたが、不動産業者から当該農地を斡旋さ

れて、ここが適地と考え取得することにしたということであります。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５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８ページです。登記地目は畑、現況地目は雑種地、面積 121 ㎡。非農

地の事由ですが、平成 23年３月 11日の津波により被災農地となり雑種地化したものです。

津波被災し瓦礫の混入等により農地として利用不可能な土地となり、登記簿地目も農地で

ないと考えていましたが、農地であるということでしたので、今回申請に至りました。準

工業地域に指定されている第３種農地です。次に２番、地図の９ページです。登記地目は

畑、現況地目は宅地、面積は 1.50 ㎡。非農地の事由は、昭和 60 年当時に当該地の隣地、

ここにＡ氏所有の居宅が建築された際、当該地にコンクリート製の擁壁が設置され、住宅

敷地として一体利用され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、一部 1.5 ㎡だけ農地にかかっていたため、今

回、この分を分筆して適用外証明願が提出されたものです。用途地域指定がない第２種農

地になります。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５号１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） 推進委員の佐藤です。議案第５号１番

について申請者への聞き取りと現地確認をしてまいりましたので、ご報告いたします。申 
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請地ですが、地図８ページのところです。36坪ほどの広さですが、６月 25日、所有者本人

と電話にてお話しをいたしまして、震災前は畑として野菜等を耕作していたけれども、平

成 23年の大震災により津波等で畑が冠水し、塩害とか瓦礫の混入等によって農地として利

用することが困難であるということで、放置したままとなっておりましたために、今は雑

種地化しております。また、周辺の状況なんですが、すべて過去においては市街地という

ことで住宅が密集しておりましたけれども、現在は津波等の被害で移転しており何もない

ということの状態でしたので、周囲に及ぼす影響はないものと思われますので、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５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５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５号１番は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５号２番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５号２番に

ついて調査の結果をご報告いたします。６月 23日午前９時、所有者宅を訪問。所有者が勤

務のため不在のため、お母さんから申請に至った経緯についてお話しを伺い、その後、お

母さん立ち会いの下、申請地を確認してまいりました。現在はＡさんの自宅が建っておる

ところでございます。現在、Ａさんの奥様は近隣住民のＢさんの妹で、土地はＢさんの父

であるＣさんが生前、Ｂさんの妹に贈与した土地でございます。所有者とＢさんとは本家

別家の間柄で、一昔前、土地は畑としてＡさんの土地と隣接しており、Ａ氏が居宅を建て

る際に境界線が出たり入ったり曲線になっておりましたので、話し合いでまっすぐ直線に

し長年放置していたと。代替わり世替わりになりますと、争議の元となりかねないという

懸念から、境界をはっきりするために今回測量を実施したというものでございます。地図

では当該土地は独立したように表示されておりますが、Ａ氏の宅地の西側を通る所有者の

自宅用通り道に接続しており、Ａ氏の宅地にはみ出たような形になっております。地図の

上の方に建物がございますが、そこが所有者の自宅で、所有者宅へ通う道路としてＡさん

のお宅は地図では平坦に見えますが、Ａさんの宅地が道路より１ｍ50 ㎝ほど低くなってお

ります。居宅を建てる際、土止めのためにコンクリート製の擁壁を設置したものです。申

請地の土地の現状は細長く、北東に６ｍ、幅は広いところで 50㎝、坪換算で 0.4坪。非農 
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地の事由は鈴木補佐が説明したとおりでございます。当該地にはコンクリート製の擁壁が

設置されており、農地に復元するのは困難と判断いたします。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５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５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。 

（   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５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９、議案第６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６号農地法

の運用について第４（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ていただき決定いたします。 

 10 ページをお開きください。非農地リストです。地図の 10 ページです。登記地目は畑、

現況地目は山林、面積は 71㎡。耕作状況は荒廃地化。所有者は県外在住でして、農業委員

会の方に電話がありまして、市内に土地があるんですけれども、どうやら農地のようで、

これからどうしたらいいかということでの相談がありました。それで現場を見た上でとい

うことで事務局の方で現場を確認しましたところ、地図の最後のページに写真がございま

すが、このように大きな木が生えている状態で、現状は山林ということでしたので、これ

は非農地判断をすることができるということで、ご本人からその書類を出していただきま

して、申し出による非農地判断ということで今回提案されております。よろしくお願いい

たします。 

○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。それでは三陸町越喜来について三陸町地区越喜来地域鈴木学推進委員から説明を

お願いいたします。 

○三陸町地区越喜来地域推進委員（鈴木学君） 推進委員の鈴木です。議案第６号につい

ての調査報告いたします。６月 24日、現地を視察し、申請者から聞き取りをいたしました。

先ほど、事務局の方からお話しがあったこととほぼ同じなんですけれども、震災で被災し

た後に県外に居宅を移し、現在その土地を管理できる人も近くにはいない、相続できる人

もいないということでした。そういう状況で市内に土地があるのだが、どうしたものかと

いうことで農業委員会に相談をしたそうです。そして今回の非農地判断をした上で、今後 
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について判断することとなりました。地目は畑ということですが、樹齢を 100 年を超える

ような欅の大木、松の大木が大きな茂みを作っており、低灌木も何本か生えて何年もの間、

耕作されずに森林の様相を呈している非農地と判断されます。ご審議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６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６号１

番については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） 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１番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 10、議案第７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）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７号農業経

営基盤強化促進法第 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

決を求めるものです。 

 12 ページをお開きください。こちらは大船渡市長からの農地中間管理事業に係る農用地

利用集積計画の決定についてということで、別添の農用地利用集積計画について農業委員

会で協議の上、決定していただきますようお願いしますということでの依頼がございまし

た。内容につきましては、担当の農林課でいらしていますので、説明をお願いします。 

○議長（藤原重信君） お願いします。 

○農林課農政係長（松川直史君） 農林課の農政担当の松川と申します。よろしくお願い

します。それでは資料の 11ページ、議案第７号についてご説明いたします。今回の案件は、

農地中間管理事業を活用し、農地所有者から岩手県農業公社が農地を借入れ、その農地を

耕作希望者に貸付けを行う一連の流れについて計画としてお示しし、議決を求めるもので

あります。以前は農地中間管理事業の借入れ、貸付けについては別々にご協議いただいて

おりましたが、農地中間管理事業の推進に関する法律の一部が改正されたことに伴いまし

て、貸付けと借入れについて事前に合意がなされている場合には、一括での集積計画を設

定することができるとなりました。本日は両者の合意が既に得られておりますので、計画

について一括で説明いたします。では、資料の農用地利用集積計画をご覧ください。今回

の対象農地は、登記地目、現況地目ともに田となっております。面積が 2,949㎡のこの１ 
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筆となります。貸付人ですが、高齢のため農業規模縮小を考えておりました。その土地の

新たな担い手として、同地域在住の借受人が農地を借り受け、田として利用することを希

望しております。借受人は農地中間管理事業の活用は初めてで、同地内での５人目の担い

手となります。同地域の借受人が所有する農地は適正に作付けが行われており、本人より

農業規模の拡大希望である旨、確認しております。また、同地域の地域農業マスタープラ

ンの中心経営体にも位置づけられております。当該地の貸借につきましては、岩手県農業

公社を通じた使用貸借とすることで合意をしております。期間は令和３年７月１日から令

和 14 年３月 31 日までの 10 年８か月です。貸し手は 10 年以上公社に貸し付けることで固

定資産税の軽減や交付金の交付対象となることがあるため、貸付期間は 10年を超える期間

で、かつ公社が推奨する終了日、年度末と設定しております。以上についてお謀りいたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

○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７号につい

て報告いたします。当該地は、平成 23年の震災で被災し復興された水田です。６月 27日、

利用権の設定を受ける借受人に現地でお話しを伺いました。利用権を設定する貸付人とは

親戚関係にあります。震災前から借受人は貸付人から作業受託しており、震災後も継続し

て作業受託し、耕作しておりました。今回の申請にあたり貸付人は、高齢であり後継者が

いないため、今後も水田を維持してほしいとのことで今回の申請に至りました。借受人は

認定農業者として牛の繁殖と水稲を主に経営しており、利用権の設定を受けても耕作地は

近接しており、以前から作業受託していた水田のため、作業はほぼ変わらず経営維持でき

るものと見てまいりました。以上、報告をいたします。 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。それでは議案第７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１番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） 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１番は本委員会において利用集積計画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９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ござ

いますが、準備が整うまで暫時休憩いたします。 
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午後３時 07分閉会 
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