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第 12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９月 29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 

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 

  

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       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  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）  １番 細谷 知成君 

         大船渡地区末崎地域 村上 優司君 

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） 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 12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。秋になりますと、私の周辺は

どうしても稲刈りの話題がそっちこっちから話になるわけですけれども、今年は温暖化の

ためか、いつもの年よりも１週間早くスタートしました。もう 25日には収穫作業が終わり

ました。私どもの組合の受託した農家は 68軒なんですけれども、その９割方の農家で昨年

度よりも収量が増えて収穫されたということであります。あと、この前もお話ししました

けれども、ドローンを使っての病害虫防除をした地域でのカメムシ被害はなくなりまして、

品質のいい米を作ることができたなと思ってほっとしているところであります。 

 新型コロナの感染者は、ここにきて減少傾向に入ってきました。しかし、会議は書面で

しかできず、あるいは研修会などの中止が続いておりまして、皆様の情報もかなり少なく

なって、非常に残念だなと思っているところであります。私ども農業委員会は、今は農地

パトロールなど、現場を知る取り組みを通じて農業委員会活動の知識を高めていきたいも

のと思っておりますので、どうぞご協力のほど、よろしくお願いを申し上げまして、あい

さつ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８名、推進委員は９名であります。欠席の

通告のあった農業委員は１番細谷知成農業委員の１名であります。それから、欠席の連絡

があった推進委員は大船渡地区末崎地域村上優司推進委員の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 11 回総会以降の経過報告です。９月 15 日、令和

３年度一般社団法人岩手県農業会議臨時総会が開催され、書面議決としております。大船

渡市農業まつり実行委員会は、新型コロナ感染症防止の観点から開催しない方針で書面議

決としております。 

 次に本日の総会以降の行事予定であります。次回第 13回総会は 10月 28日に市役所地階

大会議室において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） 
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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８番及川建則農業委員、９番熊谷玲子農業

委員を指名いたします。 

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） それでは議案書の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、登記地目が畑及び田、現況地目が畑及び公衆用道路。この公衆用道路につい

ては、同じ今月の資料に適用外証明として掲載されております。面積はあわせて１万 722

㎡。相続による権利の取得です。９月 10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。２番、登記地目は田及び畑、現況地目は田及び畑。面積はあわせて 8,658 ㎡

です。相続による権利の取得です。８月 26日届出、同日受理でございます。次に番号３番、

登記地目は畑及び田、現況地目は雑種地及び畑及び田です。面積はあわせて１万 1,686㎡。

相続による権利の取得です。９月７日届出、９月 10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、現況地目は雑種地。面積は 3,596 ㎡の

うち 1,456.08㎡。権利の種別は賃貸借の設定です。転用目的は資材置場等です。休憩所 66

㎡、仮設トイレ３㎡、残りは資材置場となります。転用理由ですが、県道工事における資

材置場・休憩所・トイレとして利用したいということです。これについては令和２年 12月

24 日付けで、この同じ内容で一時転用の許可をしています。これは、その時は令和３年１

月１日から令和３年８月 31日までの一時転用として許可しました。計画どおり事業を遂行

できない理由ですが、工事の工期延長による期間延長を行うものです。変更後の期間は令 
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和３年１月１日から令和４年 1月 31日までの一時転用となります。なお、これについては

８月 31 日までの期間を既に過ぎてしまっております。８月 31 日までにこの事業計画の届

け出は出されたんですが、総会できちんと変更を認められてから期間を延長するというこ

となので、もっと早く先月の総会に間に合うように出さなければならなかったということ

を指導いたしまして、今後そのようなことがないようにということを指導した上で受理し

ております。農振農用地ですが、一時転用であり、当該利用の目的を達成する上で当該農

地を供することは必要であると認められ、農業振興地域整備計画の達成に支障を来さない

ことから農用地許可区域内の許可の例外に該当します。また、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。議案第１号農地転用事業計画の変更申請について

の報告をいたします。この申請は令和元年 12 月 24 日第３回総会の時の第５条申請案件で

す。県道工事に伴う資材置場、休憩所、トイレとして利用したいとのことが届け出理由で

した。22 日午後３時過ぎに借受人に電話で確認し、24 日午前９時に現地確認をしました。

工期延長のためと言っておられました。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。 
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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。 

〇局長補佐（鈴木康司） 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

ただきます。 

番号１番は、地図の２ページです。登記地目は田、現況地目が畑です。面積はあわせて

4,135㎡。権利の種別は賃貸借を設定します。貸付人の申請理由は、経営規模縮小のためで

す。借受人の申請理由は、経営規模拡大のためです。受入世帯の稼働人員５人中２人。ト

ラクター１台、散布機１台を持っております。こちらの件につきましても、この申請の出

された時点で既に苗が植えられているということで、委員さんが見つけてですね、届けを

するように指導したということでした。事務局に来てからも、いずれ本来であれば許可が



降りてから手をつけるというのが順番だということを指導いたしまして、これも受理をし

ております。次に番号２番、地図の３ページです。登記地目、現況地目ともに畑。権利の

種別は贈与です。譲渡人の申請理由は、経営規模縮小のため。譲受人は譲渡人の娘さんに

あたります。譲受人の申請理由は、新規就農のためです。受入世帯の稼働人員は２人中２

人、耕うん機１台と草刈機１台を所有しております。こちらは地図のですね、３条の２と

いうところを今回贈与します。ただ、これは最近分筆しまして、その左の２筆もあわせて

１筆だったんですが、次の４ページの方に航空写真がありますけれども、１筆は宅地とし

て、もう１筆については法面になっているということで、この後、適用外証明を提出され

ておりますので、それについても提案させていただきます。それから、この３条の１番及

び２番について農地として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） 議案第２号の１番について調査報告いたします。この案件は９

月２日に同地区を農地パトロールした時に畑が耕してあったので、土地所有者に話を聞き

ました。息子と同級生の借受人に貸したということだったので、借受人に電話して事務局

で手続きするよう話をして出てきた案件です。９月 27日午後１時過ぎに借受人に借受人の

会社の事務所の駐車場で話を聞きました。経営規模拡大のため、キャベツと白菜を作付け

したと言っていました。もう少し農地を増やして雇用をまわしたいと言っておりました。

次に農地を借りる時は、手続きを行なってから作付けをしてくださいと一言付け加えまし

た。その後、現地を再度確認しました。ネットが張ってあり、キャベツと白菜が植えてあ

りました。西側は水路、東側は休耕畑及び宅地、南側は休耕畑及び自家用野菜畑になって

います。以上、報告を終わります。 

○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。はい、５番古内委員さん。 

○５番（古内嘉博君） ５番古内です。借受人は事業をしているということでしたけれど

も、まだ事業をしているんでしょうか。それから、農業については、ずっとそのまま続けて

いく意思があるんでしょうか。 

○議長（藤原重信君） 事務局。 

○局長補佐（鈴木康司君） 事業については農業以外の仕事をですね、やっております。別の事

業をやりながら、仕事慣れしてきたので、農業についても従業員に手伝わせることも含めてやっ

ていきたいということで、前にも借りた土地がありましたけれども、そこにも植えていますし、

全体に既に植えているということで、真剣にやる気なのかなと思っておりました。今後、更に土

地を借りて計画したいと言っておりましたので、そこは事前にちゃんと出していただけるように 
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お願いしたいと思います。 

○議長（藤原重信君） 古内委員さん、よろしいですか。 

○５番（古内嘉博君） はい。 

○議長（藤原重信君） その他ございませんか。 

（「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） 次に議案第２号２番について 10番藤原から説明をいたします。 

 聞き取りは、譲渡人の息子さんと譲受人の旦那さんからお聞きをいたしました。現況は

一部家庭菜園として利用されていますが、耕作されていないところは草刈りなどで維持管

理されている農地になっております。譲渡人と譲受人の関係は、譲渡人が母親、譲受人が

娘さんになります。地図を見ればお分かりのとおり、譲渡人宅と譲受人宅が道路を挟んで

隣接しております。譲受人の宅地は以前に譲渡人の土地をもらい受け、この場所に居を構

えた経緯があります。譲渡人は高齢で、譲受人の弟と二人暮らしでありますが、譲受人宅

周辺農地については譲受人夫婦に管理をしてもらいたいという思いがあって、贈与するこ

とにしたということであります。譲受人ご夫婦は真面目な一生懸命な方で、管理されてい

るんだなというふうに話を聞いてまいりました。以上であります。 

○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） 

○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） 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

するものです。 

 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。面積は 2,284 ㎡、権利

は賃貸借の設定です。転用目的は仮設現場事務所、資材置場等。仮設現場事務所は１棟、 
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24.3 ㎡、仮設トイレ 3.2 ㎡、仮設資材倉庫 6.5 ㎡、それから、社員及び関係業者の駐車場

10台 125㎡。それから、周辺住民の仮駐車場は８台で 100㎡です。表土置場が 35㎡、各種

資材置場が 255 ㎡、その他は通路及び緩衝スペースとして 1,735 ㎡となっています。転用

理由ですが、下水道工事用の仮設事務所・資材置場として利用したいということです。こ

ちらは市道の中に下水道本管を入れる工事になります。こちらは第１種低層住居専用地域

であるので、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、地図の６

ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 1,639 ㎡です。権利は賃貸借の設定で

す。転用目的は、資材置場。資材倉庫１棟 16.5㎡、資材置場及び土砂・砕石仮置場 1,622.5

㎡。こちらの方は市道の中の本管ではなくて、道路から各家庭に設置する下水道管渠の工

事に伴う資材置場として利用します。許可の日から令和４年２月 28日までの一時転用です。

こちらも第１種低層住居専用地域で第３種農地です。この場所は５月に仮設現場事務所と

して 10カ月間の一時転用を許可しておりますが、９月３日に完了し、完了報告書が提出さ

れております。そして、引き続きまた貸すということです。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。次に議案書の７ページをお開きください。番号３番、地図は７ペ

ージです。登記地目は田、現況地目は畑です。面積はあわせて 140 ㎡。権利は売買です。

転用目的は一般個人住宅、居宅２階建１棟 68.45 ㎡と駐車場２台です。転用理由ですが、

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を取得し、地図に白く囲ってあ

りますが、隣接地２筆とあわせて計画地として自宅を新築し独立したいということで、そ

の計画地の面積は 162.26㎡になります。その他に通路もあります。この通路を通って現在

ある道路までつながるということになります。こちらも第１種低層住宅専用地域ですので、

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

お願いします。 

○大船渡地区猪川地域（鈴木一志君） 推進委員の鈴木です。議案第３号の１番について

調査報告いたします。関係者からの聞き取り調査は９月 22日に借受人、25日に貸付人から

行なっております。25 日に貸付人宅を訪問しましたが、本人は高齢で会話が不自由である

ため、借受人との契約の際に代理人となった親族の方から電話により聞いて確認しました。

当該地は、亡くなった借受人の旦那さんが元気でいた頃は牛を飼っており、牧草地として

利用していたところです。もう長い間耕作していません。現在は盛土されて宅地状に整地

されて休耕地になっております。今回、借受人から下水道工事に伴う仮設現場事務所、資

材置場等に使用したいので、貸してほしいとの申し出があり、貸すことにしましたとのこ 
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とでした。借受人から電話により確認しました。本件は転用理由記載のとおり、一時使用

することについては相違ありませんとのことでした。周辺農地への影響はないものと判断

いたしました。 

 続いて、議案第３号２番について報告いたします。関係者からの聞き取り調査は９月

22 日に行なっております。貸付人の旦那さんから直接聞いたところ、申請地は草刈管

理された休耕地で、これまでも複数回、同様の貸出しを行なってきているところです。

今回は、来年２月末までの予定で、下水道工事に伴う工事用資材置場として貸してほし

いと借受人から申し出があり、貸すことにしましたとのことでした。借受人からですね、

電話により確認しました。本件は転用理由に記載のとおり、一時転用するのに相違あり

ませんとのことでした。これも周辺農地への影響はないものと判断いたしました。以上

です。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号の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） 次に議案第３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３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３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３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３号の３番につ

きまして９月 22日に現地調査、９月 23日に聞き取り調査を行いましたので報告をいたし

ます。地目は田ですが、現況は休耕畑で、周辺の状況は北側には譲渡人所有の貸家が７棟

あります。地図では５棟になっておりますけれども、現在全部で７棟になっております。

東、それから南側は農地法の適用外地域になっており、現在、宅地造成中のところであり

ます。西側は住宅地になっております。所有者の代理人、それから、譲受人から電話で話 
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を聞きました。譲渡人は、付近は宅地化されており譲渡の予定とのことですし、譲受人は

転用理由のとおり、当該地を取得し自宅を新築し独立するとのことでした。周辺農地への

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。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３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３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３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、地図は８ページ及び９ページにあります。登記地目は畑、現況地目は宅地で

す。面積は３つあわせても 0.57㎡です。非農地の事由ですが、２筆は平成８年当時に隣地、

９ページを見ていただくとわかりますが、畑の反対側の方に住宅になっております。ここ

に居宅が新築されて以来、住宅敷地に一部、擁壁として利用され現在に至っております。

住宅を建てる時に低い擁壁を付けたんですが、それが境界をちょっと出て、５㎝なんです

けれども、出てしまったために、今回、この分筆をして住宅の方の所有者に譲るというこ

とになっております。それから、もう１筆についても同様に、平成９年当時に隣地の宅地

に居宅が新築されて以来、住宅敷地の一部、擁壁として利用されています。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たためということですが、今

回、所有権移転に伴って調査したところ、はみ出しているところがあるため、そこを分筆

して所有権移転することとしたということでございます。次に２番、地図の３ページ及び

４ページです。先ほどもお話ししましたが、登記地目は畑、現況地目は宅地及び雑種地で

す。面積はあわせて 295 ㎡。非農地の事由ですが、１筆は、平成９年当時に隣地に願出人

の娘の自宅を建築して以来、市道から出入りする通路として利用され現在に至っておりま

す。もう１筆は、平成９年当時、東側隣地を埋立てした際に当該地を保護する法面として

利用し現在に至っています。長年、通路及び雑種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。先ほど３条申請がなされましたが、農地を譲渡するに

あたり調べたところ、一部が宅地及び法面になっていたため、ここについて適用外証明を

出されたものであります。９ページをお開きください。番号３番、地図は 10 ページです。 
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登記地目は畑、現況地目は公衆用道路です。面積は 310 ㎡。非農地の事由ですが、地図を

見ていただければわかるとおり、昭和 62年にこの一番奥のお宅が建てられました。その頃

から複数の住宅への通路として使用されています。この間、相続登記をしまして、それに

よって道路となっている部分の登記簿地目が畑であるということを知ったため、適用外証

明願が提出されたところです。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４号１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） 議案第４号の１番についてご報告いたします。９月 27日に現地

調査をし、申請者に聞き取りをしてまいりました。申請者によりますと、宅地として利用

されてきており、農地でないと思っていたとのことでした。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） 次に議案第４号２番について 10番、私、藤原から説明します。 

場所については、先ほどの議案第２号２でご説明いたしましたので、省略をさせていた

だきたいと思います。今回の農地法の適用外証明願いの申請にあたって、隣地との境を確

認しながら現況を見まして、農地法の適用外であることの証明願いを提出したとのことで

した。土地家屋調査士さんにご相談しているようであります。１筆は、平成９年に申請者

の娘さん宅を建築して以来、市道からの出入りする道路として利用してきているし、もう

１筆については畑の一部の法面と思って草刈りなどをしてきましたが、傾斜地なので、こ

れからも耕作は考えていない。現況にあわせた地目に変更したいということで、畑を譲渡

するにあたって、現況にあわせた土地に変更したいと土地家屋調査士さんにお願いをした

ということでございました。どうぞご理解のほど、よろしくお願いいたします。以上で

あります。 

○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 
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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） 次に議案第４号３番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４号３番に

ついて調査報告いたします。９月 26日午後２時頃、現地を視察し、申請者から電話にてお

話しを伺いました。前所有者の死亡を受けての相続の手続きによって、登記簿上、農地で

あることが判明したことによるものです。昭和 62年頃、自宅の生活用道路として利用され

てきており、東日本大震災で津波による被害を受けた地域でありますが、現在も修復され

るなどした数軒ほどの住宅の主要な道路となっております。この土地は、申請者が生まれ

る以前から道路として長年利用されており、大分前から舗装もされておりました。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の意見を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３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。事務局からの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 10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（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。 

 11 ページをお開きください。非農地リスト。今回は２筆、2,021 ㎡です。いずれも所有

者からの申し出による非農地判断になります。１番、地図の 11ページです。登記地目は畑、

現況地目は山林になっています。13 ページに写真がありますので、見ていただきたいと思

います。面積は 614㎡。耕作状況は荒廃地化。11ページの地図及び 13ページの写真を見て

いただきますと、一部が駐車場になっておりますけれども、全体としては山林になってい

ますので、山林として非農地判断をしたいということでございます。次に２番、地図の 12 
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ページ。台帳地目は畑、現況地目は雑種地、面積は 1,407 ㎡。耕作状況は荒廃地化。こち

らも 12ページの地図を見ていただきますと、所有者の住宅へ通じる道路が一部通路となっ

ております。それで 13ページの写真を見ていただきますと、この左側の写真は、この地図

の右側、通路の右の方になります。東側になります。それから右の写真、ちょっと高いと

ころになっていますが、これは地図でいうと通路の左側になります。現況がこのようにな

っておりまして、こちらも一部が通路になっていますが、全体として雑種地になっていま

すので、雑種地として非農地判断をしたいというふうに思います。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当該地の現況について説明をお願い

します。それでは議案第５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

をお願いいたします。 

○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５号の１番

について調査報告をいたします。22 日に現地で申請者から話を聞いた上で、手続きの委託

先からも補足的に説明を受けました。今回、隣の住民の方から、敷地が狭いので申請地の

一部を譲ってほしいとの申し出があったので、手続きを不動産会社に依頼しました。その

結果、この部分が農地であることが判明したことから、今回の申請に至ったものでありま

す。当該地は 30年くらい前から木が生い茂り、所有者は農地であることは知りませんでし

たとのことでした。現地を確認した状況は、図面の斜線で表示された部分のうち、細くく

びれた部分より左側半分は雑木林の状態ですし、また、同じくくびれた部分より右側の鋭

角に尖った部分は駐車場となっており、農地には当たらない状態であると見てまいりまし

た。報告は以上であります。 

○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５号１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５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） 議案第５号２番農地に該当するか否かの判

断について、22 日に現地調査、23日に聞き取り調査を行いましたので、報告いたします。 
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付近の量販店の裏側に位置しております。登記地目は畑ですが、現況は雑種地になってお

ります。具体的には地図の 12ページをご覧願いたいと思います。地図の所有者の自宅の左

側は写真にあるとおり竹藪や山林の状態ですし、自宅の右側は原野の状態です。それから

左側脇の方に道路がありますけれども、これは自動車道のインターチェンジへの側道出口

になっております。所有者の娘さんから話を聞きました。父は高齢で、若い頃は畑を耕作

しておりましたが、耕作を辞めてから 20数年になり、このような状態になったとのことで

した。この付近は毎年、熊が目撃されているところだそうです。既に写真で見るとおり荒

廃地化しており、農地としての利用は困難ではとの判断をいたしました。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５号２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） 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 12回総会を閉会いたします。 

 

午後３時 00分閉会 
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