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第 11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８月 27日 午後２時 00分開会 

会議場所    大船渡市役所：第１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  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 

日程第４  議案第２号  農地法の適用外であることの証明願について 

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 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） 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 11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。暑い日が続いております。健

康に気を配りながら、現地調査などの任務をお願いしたいものと思っております。 

それから、８月 25日には令和３年度の第１回大船渡市農業振興対策協議会が開催されま

して、出席をしてまいりました。農業委員会の各委員にも情報提供をしたいと思いまして、

お手元に資料をお配りしております。中には、大船渡市農業振興基本計画の取組状況、そ

してこれからスタートする第７次基本計画の策定方針などの説明を会議でいただいたとこ

ろであります。目を通していただきましたら、皆様からのご意見などございましたら、後

でお聞きしたいものと思っております。以上お願いを申し上げ、挨拶に代えたいと思いま

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名で全員であります。 

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 10回総会以降の経過報告です。８月３日に令和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、農業委員会から７名参加しております。８月 11日に令和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、会長と佐々木係長が出席しており

ます。８月 25日に令和３年度大船渡市農業振興対策協議会総会がリアスホールで開催され、

会長が出席しております。また、細谷農業委員、及川農業委員も農業者代表として出席さ

れております。なお、藤原会長はこの協議会の副会長に選任されております。欄外になり

ますが、令和３年度気仙地方農政連絡会総会は、書面議決となっております。なお、藤原

会長はこの連絡会の副会長に選任されております。 

次に本日の総会以降の行事予定であります。９月 15日に一般社団法人岩手県農業会議臨

時総会が開催されますが、本委員会では書面議決とする予定です。次回の第 12 回総会は、

９月 29日に市役所議員控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。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。 

○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。 
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（「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６番中村亨農業委員、７番鈴木力男農業委

員を指名いたします。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第３、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２ページをお開きください。議案第１号農地法

第５条第１項の規程により許可申請があったので、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、現況地目ともに畑、面積 300 ㎡。権利の取

得は売買です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階建１棟 48.85 ㎡、駐車場３台、法面が

57.0 ㎡あります。転用理由は、現在両親と同居しているが、家族が多くなったため、当該

地に自宅を新築して独立したいということです。第一種住居地域で第３種農地になってお

ります。第３種農地のため立地基準を満たしており、融資予約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２番、地図の２ペー

ジです。登記地目は畑及び田、現況地目は畑です。面積合わせて 227㎡。権利種別は売買。

転用目的ですが一般個人住宅、居宅２階建１棟 61.97 ㎡、駐車場２台です。転用理由は、

現在の居住建物が老朽化し、狭く、日照等含めて居宅環境が良くないため、当該地へ移転

新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、審査結果連絡票より資金を確認し、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、地図の３ページです。登記地目は田、現況地目は畑で

す。面積 334 ㎡。権利の種別は使用貸借です。転用目的は一般個人住宅、居宅平家建１棟

119.24 ㎡。転用理由ですが、現在実家に同居しているが、家族も増え狭くなったため、実

家の隣の祖母所有の当該地に自宅を建築し独立したいということです。第一種住居地域で

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、融資予約証明

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 
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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は、８月 21日に行なっ

ております。地図にあるとおり、学校の北側に隣接する場所になります。申請に至った経

緯についてですが、申請の農地は、譲渡人の自宅前になります。自宅は申請地のすぐ上に

あります。譲渡人宅を訪問し、本人は不在でしたので、奥さんから現地で話を聞きました。

それによりますと、畑として耕作していたのは父母が元気だった大震災の前後までです。

その後、平成 26年になだらかな傾斜地だった畑を切土して平らにならして４区画の宅地状

態に造成しました。ここでは自宅用野菜を栽培する程度でした。今度、不動産会社を通じ

て譲渡することになりましたとのことでした。また、譲受人本人が不在で奥さんから確認

したところ、自宅新築用地を探していたところ、建築業者から当該地を紹介されました。

小学校、保育園が近く、実家にも近い当該地が適地と判断して取得することにしたという

ことでありました。周辺農地への影響は無いものと判断いたしました。 

 それでは、続きまして２番についてのご報告をいたします。聞き取り調査は８月 21日に

行なっております。当該地は、今年の５月に５条許可の申請があったところの一区画にな

ります。申請に至った経緯については、譲渡人から現地で確認したところ、５月の案件で

もご報告いたしましたが、当該地は昨年まで福祉施設の野菜栽培用の農地として貸してい

たところでした。農業の後継者がなく、宅地化し分譲を考えています。今回はその宅地化

を考えた用地の一区画で、不動産会社の斡旋で譲受人が決まったので、転用申請するとの

ことでした。また、譲受人本人は不在で、奥さんから電話により聞いたところ、現在の居

宅は老朽化して建て替えを考えましたが、敷地が道路に接してないため、現在地での建て

替えはできないなどの理由から新築用地を探していたが、当該地が適地と判断したとのこ

とです。周辺への影響ですが、図面の周りには一部農地は残りますが譲渡人の所有であり、

今後宅地化を考えている農地であり影響はないものと考えられます。報告は以上です。 

○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） 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。 

 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） 次に議案第１号３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１号３番につき

まして、８月 21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

地目は田ですが、現況は畑で農地として管理をされております。周辺の状況は、東側すぐ

脇が所有者の自宅、西側は水路を挟んで量販店が建っておりますし、南側は水路を挟んで

住宅地、それから道路があります。北側は住宅地になっております。所有者が不在でした

ので、所有者の孫である借受人から話を聞きました。転用理由のとおり、実家に同居して

いるが、家族が増え狭くなったので、隣地の祖母所有の当該地に自宅を建築し独立すると

のことでした。周辺農地への影響は、今回の転用で付近の農地が無くなり影響は無いと判

断をしました。以上で報告を終わります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第１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１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１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） 次に日程第４、議案第２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） 議案の３ページをお開きください。議案第２号農地法の

適用外であることの証明願を別紙のとおり受理したので、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４ページです。登記地目は田、現況地目は雑種地、面積 486 ㎡。非農

地の事由ですが、震災後に復興事業のため臨時庁舎及び臨時宿舎に隣接する駐車場として

利用され、建物が解体された後も駐車場の用途にあります。当時、借地者からの緊急的な

要望により他の自己所有地を含め土地を貸与し、復興事業に協力したものであり、地目変

更については借地者が手続きをしたものと考えていましたが、なっていませんでしたので

今回適用外証明を提出されております。次に２番、地図の５ページです。登記地目は畑、 
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現況地目は公衆用道路、面積は 338㎡。非農地の事由ですが、昭和 21年に申請者の自宅を

建築して以来、通路として使用してきております。ただ、地図で見ていただきました所有

者の自宅に行くためには、この土地全部使うわけではありません。そして、昭和 55年にこ

の当該地の先に住宅が建てられた際に、当該地外数筆が住宅への指定道路として指定され

ました。その住宅は、平成７年に解体しております。農地であることに気づかなかったの

ですが、今回この近くに家を新設する予定がありまして、農地であることに気がついて適

用外証明が出されたところです。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２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。議案第２号１番につきましてご報告いたします。

現地調査は８月 25 日に行いましたが、その際、申請者は不在でしたので、翌８月 26 日に

電話にて聞き取り調査を行いました。地図は４ページになります。現況はアスファルト舗

装された駐車場となっております。周辺の状況ですけども、東側は市道、南側は宅地、北

側と西側は申請者が耕作する野菜畑となっております。ただ、図面では申請地の北側に分

庁舎と県公舎が表示されておりますが、現在は、建物は全て撤去され更地となっています。

申請に至った経緯ですけども、申請地は元々隣接する土地と一体の農地でしたが、震災の

時に分庁舎の駐車場として農地の一部を貸してきたものであります。今年の７月で借受人

から土地を返され、この土地について何か手続きが必要ないか市役所に問い合わせたとこ

ろ、申請地が農地のままになっていることから、駐車場部分を分筆して地目変更をしなけ

ればならないと指摘されたということであります。借受人に貸した時に手続きをされてい

ると申請者は思っていたということでございます。現況がアスファルト舗装もされており、

農地に復旧する見込みはなく現時点では今後の用途は決まっていないということでありま

す。報告については以上でございます。 

○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。５番古内委員さん。 

○５番（古内嘉博君） ５番古内です。今、復旧事業の関係で庁舎の駐車場にするために

やったということなのですが、一時転用とかそういう手続きはしなくていいのでしょうか。

それから原状回復してないようなのですが、これも原状回復しなくていいものなのでしょ

うか。 

○議長（藤原重信君） はい、事務局お願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 東日本大震災の災害復旧のためのものということで、災

害復旧のため農地を借りて使うということについて、許可は必要ありません。そして、建

物だった部分については復旧して返していると思いますが、この駐車場については舗装も

してありまして、それを復旧するのが困難だということで適用外証明を受けて、後は宅地 
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として使うということで申請をされたものです。 

○議長（藤原重信君） 古内委員さん、どうぞ。 

○５番（古内嘉博君） 県では困難だっていうけれども、実際はその前は田んぼなり作っ

てなかったかもしれないけれどもなってるわけですよね。それを原状回復しなくていいの

ですか。困難っていうのは、ちょっと合点がいかないんだけれども。 

○議長（藤原重信君） 事務局、どうぞ。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 同じくですね、この近くで公舎があったのですけれども、

そこについても解体する前に適用外証明をとって、建物を解体した後も引き続き宅地とし

て使用するということで適用外証明を出しております。今回についても同じように適用外

証明の対象になります。 

○議長（藤原重信君） 古内委員さん、どうですか。ご理解いただけましたか。 

○５番（古内嘉博君） わかりました。 

○議長（藤原重信君） 他にご意見、質問ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（藤原重信君） 以上で質疑、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２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） 次に議案第２号２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２号２番につき

まして８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。周辺は

量販店の裏側になります。登記地目は畑ですが、現況はコンクリート舗装された幅員３ｍ

前後の中間に待避所がある公衆用道路になっております。非農地の事由は事務局が説明し

たとおりです。今回、所有者の娘さんからお話を聞きましたが、現在、地図でいいますと

所有者の自宅と申請地の間、左側の方の間に所有者の娘さんが住宅を建てる造成をしてい

ることで、このことが判明したようです。これまで通路として使用していて、農地である

ことに気づきませんでしたとのことでした。周辺農地の影響は申請地に行くまでは所有者

の畑はいくらかありますけれども、周辺は住宅地になっておりますので影響はないと判断

をいたしました。以上で報告終わります。 

○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２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５、議案第３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４ページをお開きください。議案第３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ます。 

５ページをお開きください。今回の非農地判断は、７筆 3,551 ㎡です。地図の６ページ

が１番から３番まで、現況は山林です。地図の８ページに写真がありますので、ご覧いた

だきたいと思います。なお、いつも非農地判断については、非農地判断の基準であるとこ

ろのその土地が森林の様子を呈しているなど復元するための物理的な条件整備が著しく困

難な場合の時に適用するということで行なってきましたが、今回は、特に１番は写真を見

ていただきましてもわかるように木が１本程度しかないのですが、この判断基準の先程話

したところはアで、イというのがありまして、ア以外の場合であって周囲の状況から見て

その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合とい

うのがあります。今回はこちらの方が適用されるというふうに考えております。その土地

の周囲の状況から見て非常に高いところにありまして、現在、この土地のすぐ東側に地図

の６ページを見ていただきますと、ここは防潮堤が造られています。そして、その防潮堤

の中からでも外からでも高いところに逃げられるようにということで、今ここに階段が整

備されています。その階段を上がった一番上のところがこの３筆の土地になります。です

ので、戦後の食糧難の時には上がって作ったかも知れませんが、ここに上がって耕作する

ってことは現実的にないと判断して今回非農地リストに出しております。次に４番から７

番まで、台帳地目は田、現況地目は雑種地。こちらは地図の７ページ、球場の南側になり

ます。状況については８ページの写真がありますが、いずれも森林の様子を呈していると

いうことで非農地判断をお願いしたいと思います。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の推進委員から当該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３番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（村上優司君） 推進委員の村上です。非農地リスト１番から３番

について調査した結果をご報告いたします。３件とも所有者は同じ方でございます。最初

に申請書の場所からご説明いたします。住宅地図の６ページをお目通し願います。地図で 
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は平坦に見えますが、申請地は道路より 20ｍ以上の断崖絶壁の高台の頂上にあります。現

在、市街地を囲むように防潮堤も完成しておりますが、漁業従事者を守るため、防潮堤の

外側から申請地の隣の土地へ絶壁を登るようなまっすぐに登る避難階段が工事中でござい

ます。また、申請地の西側はＢＲＴが通っており、ＢＲＴの高低差も 10ｍ以上もあり、道

路に囲まれた南向きの傾斜地です。１番から３番までは私も非農地リストにリストアップ

しておりましたが、相続手続きがなされておらず、保留になっていた土地でございます。

この度、相続手続きが終わり、所有者から申請されたもので８月６日鈴木補佐から連絡が

ありまして、補佐と菅野主事と現地で落ち合い、３人で確認してまいりました。また、８

月 21日には所有者宅を訪問し、申請に至った経過について伺ってまいりました。申請地は、

戦後食糧難時代、開墾したところで、父が 15年ぐらい前まで耕作していたようですが、そ

の後、耕作放棄地となり現在に至っております。８ページの写真では草も刈り払われてい

て綺麗に写っておりますが、避難階段設置のため資材置き場として活用するために刈り払

ったもので、３筆とも雑木が生い茂っております。地図の南側には、住宅が並んでおり、

急坂ではありますが幅員１ｍぐらいの道があります。昔は通い道路として赤線道路があっ

たようですが、現在、道路が見当たらない状態で耕うん機、管理機、重機も入れない状態

で、耕作地に復旧するのに難しいと判断してまいりました。ご審議の程よろしくお願いい

たします。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号１番から３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３号１

番から３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） 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番から３番の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） 次に議案第３号４番から７番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（尾形キヨシ君） 推進委員の尾形です。議案３号、非農地リスト

４から７番につきましてご報告いたします。申請地は、４件ともに雑木、竹などが生い茂

り農地としての復元は困難と見てまいりました。８月 22日９時頃、申請者と申請者の母親

に現地でお会いして確認しております。以上です。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号４番から７番について質疑、意見を許します。

何かございませんか。 
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（「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

番から７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３号４番から７番の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 11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 41分閉会 
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