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第 10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７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５  議案第３号  農地に該当するか否かの判断について 

 

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 ９名） 

［大船渡地区］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（２名）   ７番 鈴木 力男君  

大船渡地区大船渡地域 佐藤 幾子君 

 

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） 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 10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。過日の７月 16日、椿油産地化研究会主

催の末崎町での椿の植樹に農業委員会も「農地の日」の活動として参加をさせていただき

ました。暑い中での作業でしたが、ご協力いただきました農業委員、推進委員の皆様、大

変ご苦労様でございました。 

そして、農地パトロールが始まっておりますが、お互いに暑さ対策をしながら調査を進

めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。以上で挨拶を終わ

ります。 

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９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。欠席の連絡があった推

進委員は大船渡地区大船渡地域佐藤幾子推進委員の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。 

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９回総会以降の経過報告であります。６月 30日に

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されております。

大船渡市農業委員会では、書面議決書を提出しております。７月 15日に気仙地域スマート

農業推進研修会が陸前高田市コミュニティーセンターホールで開催され、農業委員会から

４名参加しております。７月 16日に「農地の日」の行事として、椿油産地化研究会が主催

する椿の植樹会へ農業委員会から 11名が参加し、総勢 26名で椿 30本を植樹しております。 

次に本日の総会以降の行事予定であります。８月３日、令和３年度第１回新任農業委員・

農地利用最適化推進委員研修会が盛岡市のエスポワールいわてで開催されますので、農業

委員・推進委員６名、事務局２名の参加予定としております。８月 11日、令和３年度農業

者年金加入推進特別研修会が盛岡市の岩手教育会館で開催されますので、会長と佐々木係

長の出席予定としております。次回の第 11 回総会は８月 27 日に市役所第１会議室で開催

を予定しておりますので、よろしくお願いします。なお、欄外になりますが、令和３年度

気仙地方水稲病害虫防除協議会通常総会は、書面議決となっております。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。 

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。 

－１－ 



（「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。 

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、登記地目は畑及び田、現況地目は畑及び雑種地、面積は５筆であわせて 4,782

㎡。相続による権利の取得です。６月 24日届出、同日受理です。次に３ページをお開きく

ださい。番号２番、登記地目は畑及び田、現況地目は雑種地、田及び畑、面積は３筆で 3,440

㎡。相続による権利の取得です。６月 15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４ページをお開きください。議案第１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１ページ。登記地目は畑、現況地目は雑種地、面積 239 ㎡。権利は使

用貸借です。転用目的は店舗、駐車場、資材置場、物置です。店舗は理容院、木造平家建

１棟 16.56 ㎡、店舗用駐車場５台分 62.50 ㎡。それ以下は追認案件となります。漁業用物

置１棟 9.0 ㎡、自己駐車場２台分、現在は漁業用トラック及びフォークリフトを停めてい

ます。25.0 ㎡。漁業用資材置場 15.0 ㎡、法面 10.5 ㎡。転用理由ですが、父親の土地を借

りて、妻（理容師）を使用人として理容院を経営したい。また、自宅の庭が狭く駐車場等

も充分ではなかったため、当該地の一部を漁業用倉庫敷地、駐車場敷地、漁業用資材置場

等として長年利用しているが、店舗とあわせて今後も使用したいとのことでした。第２種

農地になります。追認案件として始末書が提出されております。第２種農地ですが、他に 
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適当な農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。次に２番、地図の２ページです。

登記地目、現況地目ともに田、面積は 1,183 ㎡。権利の移動は売買です。転用目的は一般

個人住宅で、建売住宅４棟を建築するという計画です。地図に田んぼがありますが、これ

を４筆に分筆し、それぞれ道路に面するように道路から直角に分筆線を入れます。それで

Ａ棟になる部分が敷地面積 282.71㎡、居宅２階建 57.52㎡、駐車場２台分。それからＢ棟、

敷地面積 297.17 ㎡、居宅２階建 69.14 ㎡、駐車場２台分。Ｃ棟、敷地面積 301.62 ㎡、居

宅２階建 63.63 ㎡、駐車場２台分。Ｄ棟、敷地面積 301.50 ㎡、居宅２階建 109.30 ㎡、駐

車場２台分。転用理由としては、当該地を取得し、建売住宅４棟を建築して販売したいと

いうことです。この地域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９番熊谷玲子農業委員から説明をお願い

します。 

○９番（熊谷玲子君） ９番熊谷です。地図の１ページ目なんですけれども、これは古い

地図で、現在、右下の建物のところに西側からつながる東側へ向けまっすぐの防災道路が

できていますので、地図に変更があります。議案第１号農地法第５条第１項の許可申請１

番について調査報告をいたします。申請地の状況は、耕作中の畑と漁業用の資材置場、駐

車場となっておりました。24 日夕方現地に行って、貸付人と息子である借受人の妻に聞き

取りをいたしました。借受人は３年前に団体職員でありましたが父の仕事を引き継ぐため

に退職し、妻も市内で勤めておりましたが自宅のそばに店舗を建てて仕事を手伝いながら

理容店を経営したいとのことでした。店舗建築による付近への影響ですが、周辺は宅地化

が進み、住宅と農地が混在しており、北側に住宅、東側に住宅、西側は道路を挟んで耕作

畑、南側に漁業用倉庫がありますが、周辺農地に影響はないものと判断されます。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） 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番について大船渡地区猪川地域鈴木一志推進委 
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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１号の２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７月 26日に行なって

おります。申請地は、周辺に近年アパートや個人住宅の新築が多く見られる地域の一角で

あります。申請に至った経緯についてですが、譲渡人は県外に居住しておりますので電話

により確認したところ、当該地では亡くなった祖父母が 2003 年まで稲作をしていました。

祖父母が亡くなってからは休耕地となっており、2014年に譲渡人が当該農地を相続したが、

耕作をしたことはありません。これまで実質的な管理は父親が行なってきました。父親も

勤めの関係で市外に単身赴任しており、休日に自宅に戻って草刈りなどの管理を行なって

きました。農業の後継者もおらず、耕作を行わないまま管理してきました。父親の負担、

草刈りなどの管理も大変になってきたことを考慮して、今年４月不動産会社を通して処分

することにしました。そして、宅地として譲渡の話がありましたとのことでした。また、

譲受人から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建売住宅を建築予定

で取得を計画したとのことであります。周辺への影響ですが、周辺は宅地と道路に囲まれ

たところであり、周辺農地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） 次に議案第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） 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。 

○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決定していただきます。 

６ページをお開きください。地図は３ページです。非農地リスト、今回は１筆 1,464㎡。

台帳地目は畑、現況地目は山林、面積は 1,464 ㎡。耕作状況としては荒廃地化。地図を見

ていただきますと、県道敷地ということで右側にあります。これは新しい県道です。新し

い県道の法面に接してる土地になります。以上です。 

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

します。それでは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。当該地は現在工事中の県道のすぐ隣になります。 
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現地は 30年以上前までお婆さんが畑として耕作していたそうですが、亡くなってからは耕

作しなくなり現在に至っているようです。登記上は畑になっておりますが、現状は藪化し

て低木が生い茂っていました。所有者は震災で自宅もなくなり、地元にもいないし、年齢

的なこともあり今後耕作する予定はないとのことでした。以上です。 

○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。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全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） 挙手全員であります。 

 よって、議案第２号１番農地に該当するか否かの判断については本委員会において農地

に該当しないことに決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 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 10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 24分閉会 
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