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第 13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 10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  報告第２号   農地法第４条第１項の規定による許可処分の取消について 

日程第５  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６  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７  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８  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９  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       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 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） ７番 鈴木 力男君 

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） 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 13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。前に大船渡市の農業委員会の

農地利用意向調査を実施したことがあります。調査は規模拡大を指向する中心経営体や集

落営農組織などに対して農地中間管理事業を活用した農地の集積、集約化を進めていくた

めに、所有者の意向をまとめようと実施されたものであったと思っています。今は岩手県

農業公社の 16名の農地コーディネーターが農地の集積、集約化の現場でのお世話をしてい

ますが、その後の事情、状況を共有したいと思いまして、本日の総会終了後、大船渡地区

を担当している柏﨑廣壱コーディネーターのお話しを聞くことにいたしております。どう

ぞそれぞれの状況をお互いに深め合いながら、お話しを聞きたいと思いますけれども、よ

ろしくお願いいたします。挨拶に代えます。 

○議長（藤原重信君） 本日出席の農業委員は８名、推進委員は 10名であります。欠席の

通告のあった農業委員は７番鈴木力男農業委員の１名であります。 

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 12 回総会以降の経過報告です。10 月 13 日に農業

における女性活躍の取り組みの現状と効果分析に係るプロジェクトに関するヒアリング調

査のため、会長並びに女性農業委員３名に市役所に集合していただき、農林水産省とリモ

ートによるヒアリングに対応しました。10月 21日に末崎町の茶畑で女性農業委員、女性推

進委員、女性事務局員８名による摘花作業を実施しております。 

 次に本日の総会以降の行事予定であります。11 月１日の令和３年度第２回新任農業委

員・農地利用最適化推進委員研修会に鈴木学推進委員がオンラインで参加予定であります。

11月２日の令和３年度大船渡市市政功労者表彰式に会長が出席予定です。11月９日の令和

３年度女性農業委員初任者委員のための研修会に女性農業委員並びに女性推進委員が参加

予定となっております。11 月 10 日の農業委員会制度創設 70 周年記念岩手県農業委員会大

会に参加を予定しております。次回第 14回総会は 11月 26日に市役所地階大会議室で開催

を予定しておりますので、よろしくお願いします。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。 
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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 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） 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、登記地目は畑、現況地目は雑種地となっております。面積はあわせて 2,468

㎡。相続による権利の取得です。９月 22日届出、同日受理です。続いて番号２番、登記地

目は田及び畑、現況地目は畑、面積はあわせて 892 ㎡。これは家督相続による権利の取得

となっております。家督相続という制度は戦前の制度なんですけれども、昭和 10年代に被

相続人が亡くなられて、この三つの土地については非課税であったために、他の土地はも

う登記されていたんですけれども、登記が残っていたということで、今回登記しましたと

いうことで届出がされております。９月 29日届出、同日受理しております。次に３ページ

をお開きください。番号３番、登記地目及び現況地目は田、面積はあわせて 8,461 ㎡。相

続による権利の取得です。９月 14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、報告第２号農地法第４条第１項の規定による許可

処分の取消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。報告第２号農地法

第４条第１項の規定による許可処分の取消願出があり、これを受理しましたので本委員会

に報告するものです。 
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 番号１番、地図があります。地図の２ページ、３条の１番が出されているところですが、

３条の１番の許可申請が出されまして、過去に４条許可がされていたということがわかっ

ております。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 493 ㎡。転用目的は一般個人住宅、居

宅１棟と車庫・倉庫ということでした。当時の転用理由ですが、その頃住んでいる宅地は



道路巾が狭い上に急勾配で車が入らないので、道路側の申請地を宅地として使用したいと

いうことで、平成５年に許可が出ております。そして取消理由の方ですが、当時、自宅を

建築予定であったが、当該地は高台に位置し風が強く住宅建築地としては不適当なため、

やむなく断念し現居住地の建物を改築し現在に至っているものでありますということで、

10月 11日に届け出がありまして、同日に取消通知を出しております。次に２番です。こち

らも地図がございます。４ページです。３条の３番ということになりますが、登記地目、

現況地目ともに畑です。面積はあわせて 141 ㎡。転用目的は一般個人住宅、居宅（貸家）

１棟 35㎡。転用理由ですが、当時の転用理由は貸家を建築し収入の安定を図るということ

で、許可が出ておりました。取消理由ですが、貸家を建築予定で準備していたが、立地的

に需要が見込まれず断念し、そのまま農地として耕作し、現在に至っているということで、

10月 11日に願い出が出されまして、同日、取消通知を行なっております。以上でございま

す。 

○議長（藤原重信君） それでは報告第２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５、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５ぺ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。登記地目は田、現況地目は雑種地、面積は 2,498 ㎡の

うち 1,193㎡。権利の種別は賃貸借です。転用目的は仮設現場事務所、資材置場等で、プレ

ハブ５棟 86.25 ㎡、トイレ 4.8 ㎡、工事車両駐車場、資材置場等ということになっており

ます。転用理由ですが、国発注の工事のために現場事務所及び駐車場として利用するとい

うことで、令和２年 10月に許可指令を出しております。そして、令和３年４月には、この

期間を延長するという許可を一旦しております。それで、その時点での許可は、令和３年

10月 31日までの一時転用ということでしたが、更に計画どおり事業を遂行できなかった理

由として、変更前の事業をそのまま継続しており、期間満了により終了すべきところ、事

業の工期が更に延長されたため、再度期間延長を希望するものということで、今度は令和

４年３月 31日まで延長するということで出されております。交通遮断設備工事ということ

で、いろいろな機械を使うようですが、半導体の供給が間に合わないということで、工期

が延長されているということでした。こちらは第２種中高層専用地域で、第３種農地のた

め立地基準を満たしており、周辺の農地に与える影響もないため一般基準を引き続き満た

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１番細谷知成農業委員から説明をお願いします。 
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○１番（細谷知成君） １番細谷です。議案第１号１番につきまして 10 月 22 日に現地調

査及び聞き取り調査を行いました。報告の前に、先ほどの５ページの転用理由にも記載の

とおり、本件は４月 28日の第７回総会でも一時転用の期間延長申請が審議された案件であ

ります。報告いたします。現況は、プレハブの現場事務所５棟があり、一部砂利で整地し、

車両駐車場となっておりますが、転用前に植栽されていた高さ１ｍほどの苗木は駐車場部

分に残されている状態であります。周辺の状況ですけれども、東、南、西側は市道に隣接

し、北側の申請地の残地部分は高さ１ｍほどの苗木が植栽されている農地となっておりま

す。申請に至った経緯ですけれども、借受人の現場事務所担当に話を伺ったところ、道路

を封鎖するための遮断機を設置する交通遮断設備システムと津波対策監視カメラを設置す

る二つの工事を行なっておりますが、前回の延長申請では津波対策監視カメラ工事機器の

購入に遅れが生じ、計画どおり工事を完了することができなくなり、工期を延長しました

が、依然として新型コロナの影響による半導体部品の供給遅れで工事が完了できず、今回

また工期を延長せざるを得なくなったということでございます。周囲への影響ですけれど

も、これまでと利用状況は変わらないため、周囲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） 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。 

 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） 議案書の６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、地図の２ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積はあわせて 567㎡。

権利の種別は売買です。申請事由は、経営規模縮小のため及び経営規模拡大のためです。

受入世帯の稼働人員は２人中１人。小型トラクター１台を所有しております。続いて番号

２番、地図の３ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 1,041 ㎡。権利種別は

贈与による所有権の移転です。譲渡人の申請事由は経営規模縮小のため。譲受人の申請事

由は新規就農のため。受入世帯の稼働人員は４人中２人です。小型トラクター１台を利用

します。次に７ページをお開きください。番号３番、地図の４ページです。登記地目、現 
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況地目ともに畑、面積はあわせて 1,253 ㎡。贈与による所有権移転です。譲渡人の申請事

由は当該農地を主に耕作する譲受人（譲渡人の妻）の名義に変更するためということです。

譲受人の申請事由は同じです。受入世帯の稼働人員は５人中１人、小型トラクター１台を

所有しています。３条１番から３番について、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２号１番についての調査報告をいたします。

地図は２ページです。譲渡人の代理人の自宅に 21日夕方４時頃訪問し、聞き取りし、その

後、申請地の確認をいたしました。譲渡人は高齢で一人暮らし。東日本大震災で子供を亡

くしてから家族が分散してしまい、奥さんと二人暮らしをしていましたが、その奥さんも

昨年亡くなってしまい、元気でいるうちに身の回りのものを整理しておきたくて売りに出

したと言っておられました。譲受人の奥さんに 21日夕方６時頃電話でお話しを聞きました。

申請地の南側にある家は、譲受人の奥さんの実家にあたり、実家から申請地が売りに出て

いるので買わないかとの話があり、今回の申請に至ったそうです。申請地は、草刈り管理

された休耕畑になっておりました。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） 次に議案第２号２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。２番について報告

をします。調査は 10月 21日、譲渡人及び譲受人からの聞き取りと現地確認を行いました。

なお、譲渡人と譲受人は従姉弟で、それぞれの父親が兄弟とのことです。現地の状況です

が、昨年まで譲受人が申請地の一部を借りて耕作していたこともあり、草刈り管理された

休耕畑となっています。申請に至った経緯ですが、昭和 30年に譲受人及び譲渡人の祖父が

亡くなったため遺産を相続することになり、昭和 45年頃に分筆し手続きを行なったとのこ

とです。その際、譲受人の父親の相続分については、住居部分は手続きが済んだものの、 
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今般の申請地については諸般の事情があって手続きがされていませんでした。以前から手

続きの必要性は認識していたとのことですが、この度、譲受人、譲渡人の代で適切に処理

しておこうとのことから申請に至ったとのことです。なお、当市が定める新規就農条件に

係る別段面積は 10ａ以上であることとなっていますが、1,041㎡で 10.41ａであり、条件を

満たしております。また、申請地の東側は山林、北側、南側及び西側は休耕畑となってお

り、周辺に与える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） 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） 次に議案第２号３番について 10番、私、藤原から説明をいたしま

す。 

 議案第２号番号３の調査の報告をいたします。10月 20日午前に聞き取りのため、譲渡人

が代表取締役を務めている会社を訪問しました。対応されたのが代理人の方で、申請案件

を一任されている方でした。お聞きしたところ、畑を主に耕作しているのが譲受人なので、

今回、耕作者に名義を変更することで申請をお願いしたとのことでした。２筆の畑は、野

菜が作付けされておりまして、譲受人が働いているのをよく見かけることもあります。そ

れから、農地法第４条第１項の規定による許可申請の取消願出を受理した畑は、手前の約

５aには大根等が作付けされ、奥の方は綺麗に草刈りされ、維持管理されている畑と見てま

いりました。以上でございます。どうぞご審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。 

○局長補佐（鈴木康司君） 今、４条の許可処分の取り消しについて後半に説明のあった

畑ですということでお話しされましたが、前半の２筆が取消しです。 

○議長（藤原重信君） たいへん失礼をいたしました。そういうことでございますので、

訂正をさせてください。申し訳ありません。それでは議案第２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２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２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。 
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○議長（藤原重信君） 次に日程第７、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８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

していただきます。 

 番号１番、地図の５ページです。こちらは先日、たいへん細い土地について適用外証明

を許可していただいたところです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 740 ㎡。売買に

よる所有権移転です。転用目的は一般個人住宅です。分譲住宅４棟を建築します。こちら、

縦に二つに分かれていますが、更に横に四つに分けて分譲住宅を４棟建てます。一つ目は

敷地面積 161 ㎡、居宅２階建１棟 55.08 ㎡、駐車場２台分。二つ目は敷地面積 148.46 ㎡、

居宅２階建１棟 53.46㎡、駐車場２台分。三つ目は敷地面積 150.13㎡、居宅２階建１棟 53.46

㎡、駐車場２台分。四つ目が敷地面積 161.61㎡、居宅２階建１棟 54.67㎡、駐車場２台分。

そして、この土地の真ん中に共同通路 118.80㎡を設置します。転用理由は、戸建て住宅を

建築し分譲したいというものです。こちら工業地域のため第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 216㎡。売買による所有権移転です。転用目的は、一般個人住宅、

居宅平家建１棟 74.52 ㎡、駐車場１台分。転用理由として余生を送る土地を探していたと

ころ、インターネットで当該地を見つけ直接現場を確認、早期退職をし、居宅を構えて永

住したいということです。この今回の土地の売買の仲介を行なった業者さんがインターネ

ットのホームページに売買物件を載せていまして、それを見て、この今回の申請に至った

ものと思われます。こちらは第１種低層住居専用地域なので第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。次に９ページをお開きください。番号３番、地

図の７ページです。登記地目は田、現況地目は畑、面積は 202 ㎡。売買による所有権移転

です。転用目的は一般個人住宅、居宅２階建１棟 61.50 ㎡、駐車場２台分です。転用理由

は、現在、借家住まいのため当該地を取得して自己所有の自宅を建築したいということで

す。用途指定はありませんので第２種農地になります。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、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。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３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） ４番金野です。議案第３号の１番についてご報告いたします。

10月 24日、譲渡人に聞き取り、現地調査をしてまいりました。譲渡人によりますと、分譲 
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住宅４棟を建築し分譲したい旨、話されたそうです。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） 次に議案第３号２番と３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３号の２番

について調査結果を報告します。中央の申請地の道路を挟んで左側が先月一時転用の申請

があり、調査結果を報告した場所になります。関係者からの聞き取り調査は、10月 22日に

行なっております。図面で建物が書いて表示されている場所が譲渡人の実家で、６年前に

兄が亡くなって相続した農地でした。相続してから耕作していませんが、草刈り管理して

きました。高齢であり管理もままならないので、不動産会社に処分を依頼していたところ

であります。実際、現地には売り地の看板が立っておりました。一方、譲受人の代理人か

ら電話により確認しました。当該地の分譲をインターネットのホームページの不動産情報

のページに掲載していましたが、その内容を見た譲受人本人から申し込みがありました。

譲受人は三陸海岸の写真を撮ってまわりたいとの希望があって、実際に現地に来て確認し

たりなどした上で、この地に住居を新築することに決めたとのことでした。現在、下水道

新設工事なども進められており、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、３番について報告いたします。この関係者等からの調査は、10月 22日に行なっ

ております。当該地は、今年５月と８月に５条許可の申請があったところに隣接する場所

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、前回の案

件でも報告しましたが、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。現在は休耕地となっています。農業の後継者もなく、宅地分譲を考えてい

ます。今回はその宅地として分譲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ことにしたとのことでした。また、譲受人の代理人から電話に

より聞いたところ、譲受人は現在借家住まいで自宅新築用地を探していましたが、当該地

が適地と判断したとのことでした。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。以上です。 
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○議長（藤原重信君） それでは議案第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） 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８、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 10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別紙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きます。 

 番号１番、地図の 12ページです。登記地目は畑、現況地目は雑種地、面積は 353㎡。非

農地の事由ですが、漁業用資材置場、資材倉庫が不足していたため、昭和 59年当時に漁業

用資材倉庫１棟を建築、その後、昭和 61年当時に更に漁業用資材倉庫１棟を建築し、漁業

用資材確保場所として利用していた。令和元年に倉庫２棟を取り壊したため、現在は倉庫

の基礎のみ存し現在に至る。長年、宅地・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けれども、農地であることがわかりましたため、適用外証

明願になっております。次に２番、地図の 13ページです。登記地目は畑、現況地目は宅地

です。面積 184㎡。非農地の事由ですが、昭和 59年当時、北側隣地に居住する方の父親が、

自宅敷地が狭く物置を設置する場所が十分ではなかったため、当該地を借りて現物置を建

築し利用しています。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

考えていましたが、今回、農地であることがわかったため、今回の証明願になっておりま

す。11 ページをお開きください。番号３番、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 1,571 ㎡。非農地の事由ですが、平成９年当時に知り合いの水産会社で

養殖ホタテの貝殻置場が不足しており、当該地を貸してほしいとの要望があり、その用途 
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で使用され現在に至っています。長年、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が、農地であることがわかったので、申請に至っております。

なお、養殖ホタテの貝殻というのは廃棄物ではなくて、ホタテを養殖する際に種を付けて、

それを海中に吊るすということで使うものだそうです。その置場として使われております。

次に番号４番、地図の９ページです。４番と５番は委員が農地パトロールを行なった際に

既に転用されているということで、所有者に指導していただいて申請がされております。

登記地目は田、現況地目は宅地、面積 93㎡。非農地の事由は、同番地の一部を市道に寄付

し、取水口が暗渠部分となり田として耕作ができないということで、元々、田だったので

すが、道路を造るために半分買収されて三角になってしまったということです。昭和 58年

に自宅の増築時に車の乗り入れなどに使用するため、埋め立てたものです。固定資産税の

課税証明書の現況地目が宅地となっていたため、手続きが不要なものと勘違いしていたが、

指摘をされて申請されました。次に番号５番、地図は６ページです。登記地目は畑、現況

地目は宅地、面積は 202 ㎡。非農地の事由ですが、平成８年に自宅を建てた際に、あわせ

て車庫１棟を建設しました。平成 10年度に相続し、農地だと気付かずにいましたが、今年、

農業委員から指摘があり、手続きに至ったものです。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４号１番についてのご報告をいたします。

地図は２ページです。申請書の議案第２号１番で報告した南側になります。代理人の自宅

を訪問し、22 日夕方４時頃現地調査をいたしました。非農地の事由に書いてあるように、

漁業資材置場、資材倉庫が取り壊した後の基礎部分が残っておりました。この申請地は、

所有者の父親が買って漁業用倉庫とし、倉庫２棟を建てたそうです。農地だと知らずに建

ててしまったそうです。申請地は、南側は住宅、東側は道路、その先は耕作地、北側、西

側は耕作地帯で、周辺農地への影響はないものと思われます。報告を終わります。 

○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４号２番について大船渡地区赤崎地域浅野幸喜推進委 
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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。２番について報告

をします。調査は 10 月 21 日、所有者からの聞き取りと現地確認を行いました。現地の状

況ですが、草刈り管理された休耕畑で物置が建っていました。申請に至った経緯ですが、

非農地の事由に記載されているとおり、昭和 50年当時、北側隣地に居住する方の父親が物

置を設置しようとしましたが、自宅の敷地が狭かったことから当該地を貸して建築させた

もので、長年宅地として利用されてきており、登記地目も農地でないと思っていたとのこ

とです。この度、３条の申請地を申請するにあたり、手続きの必要性が判明したことから

申請を行なったとのことです。なお、申請地の東側は休耕畑、北側と南側は住宅、西側は

市道となっており、農地法の適用外となることによって特に周辺に与える影響はないもの

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。非農地の事由のとおりになっています。現況は草

地の状態になっていました。以上です。 

○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４番と５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。 
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○２番（今野八重子君） ２番今野です。議案第４号の４番について調査報告いたします。

10月 23日午前 11時 30分頃に所有者宅を訪問し、所有者が高齢のため、息子さんから話を

聞きました。現地の北側を市道に寄付したら、取水口が暗渠部分になり、田として耕作で

きなくなった。父親が土を盛り、自宅に車が出入りしやすいように埋め立ててしまった。

税金も宅地になっていたため、手続きが不要だと思っていたそうです。４番の報告は以上

です。 

 次に、５番について調査報告いたします。10 月 23 日午前 11 時頃、所有者に電話をかけ

て話を聞きました。以前住んでいたところが三陸自動車道にかかってしまったため、平成

８年に現在のところに家を建てた。道路を挟んで左側に住む方から土地を譲ってもらい、

車庫も建てた。建設業者さんにすべて任せてやってもらった。父親が亡くなって相続した

が、農地だと気づかないでいたということでした。以上、報告を終わります。この二つの

案件は、私が農業委員になった以前から宅地でした。何年か前から土地所有者に地目変更

するように言わなければならないと思いながら、今になってしまいました。すみませんで

した。 

○議長（藤原重信君） ご苦労さまでした。それでは議案第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４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５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 12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（１）に基づき、「農地」に該当しない旨判定された別紙の土地につい 
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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。 

 13 ページをお開きください。今回の非農地は 19 筆、１万 4,221 ㎡です。地図の 11 ペー

ジが３筆、地図の 12ページが８筆、地図の 13ページが４筆、次に、地図の 16ページは２

筆、地図の 15ページは２筆です。16ページはそれぞれの写真がございますので、ご覧くだ

さい。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５号１番から 19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。１番から 19番まで

の 19筆について報告をしますが、これらはこの度の農地パトロールにおいて、荒廃地と判

断された農地です。なお、番号ごとの場所や現況などは割愛させていただき、総括の報告

とさせていただきます。いずれの農地も耕作をやめてから 20年以上が経過しており、番号

の１番と２番は急傾斜地であること、その他の３番から 19番までは雑木林や竹林となって

おり、これらの土地を農地として回復することは条件整備が著しく困難であると思われま

す。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第５号について質疑、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 13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３時 05分閉会 
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