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第 19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４年４月 27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委員の指名 

日程第３  報告第１号  農地法第３条の３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４条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   農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断につ 

いて 

  日程第９  議案第６号   農業委員会の適正な事務実施に係る令和３年度の目標及びそ 

の達成に向けた活動点検・評価について 

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（１名） ７番 鈴木 力男君 



事務局出席者 

     局 長   小松 哲 君     局長補佐   佐々木浩久君 

     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。ただいま

から第 19回大船渡市農業委員会総会を開催いたします。 

 開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。コロナの関係で、なかなか研修会、会

議等が中止になったり、あるいはリモートでの開催ということで、情報の機会が少なくな

っている昨今でありますが、本日は令和４年度の最初の総会であります。本年度も協力し

ながら、ともに農業委員会の務めを果たしていきたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくお願いを申し上げまして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番の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 18 回総会以降の経過報告です。３月 31 日、令和３年度

大船渡市退職職員辞令書交付式に藤原会長が出席しております。４月１日、令和４年度大

船渡市職員辞令書交付式に藤原会長が出席しております。４月６日、令和３年度大船渡地

方農業振興協議会一般会計決算監査に藤原会長が出席しております。４月 20日に市の広報

誌が発行され、先月の総会において議決をいただきました令和４年度農業労賃標準額につ

いて掲載しております。この標準額については、市のホームページへも掲載しております

し、大船渡市農業協同組合の本店及び支店へペーパーで配付しております。４月 26日、第

47回大船渡地方農業振興協議会通常総会については、書面議決書を提出しております。 

 次に本日の総会以降の行事予定でございます。５月 18日、一般社団法人岩手県農業会議

農業委員会会長・事務局長研修会及び会議に藤原会長と私が出席の予定です。次回の第 20

回総会は５月 30日に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、市はク

ールビズの取り組みを５月１日から 10 月 31 日まで実施しますので、次回から軽装でのご

出席にご協力をお願いいたします。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。 
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○議長（藤原重信君） 次に日程第２、書記及び議事録署名委員の指名を行います。議事

録署名委員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委員を議長から指名

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、議事録署名委員には６番中村亨農業委員、９番熊谷玲子農業

委員を指名いたします。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第３、報告第１号農地法第３条の３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（佐々木浩久君） それでは議案書の２ページ目をお開きください。報告

第１号農地法第３条の３の規定による届出があり、これを受理いたしましたので、本委員

会に報告するものであります。 

 番号１番、登記地目は山林及び畑、現況地目はいずれも畑となっております。面積はあ

わせて 3,626 ㎡。権利を取得した事由は包括遺贈による権利の取得となっております。４

月７日届出、同日受理となっております。番号２番、登記地目は畑、現況地目は畑及び山

林となっております。面積はあわせて 1,500 ㎡。相続による権利の取得であります。４月

４日届出、同日受理となっております。３ページ目をお開き願います。番号３番、登記地

目はいずれも畑、現況地目はいずれも雑種地です。面積はあわせて 666 ㎡。権利を取得し

た事由は相続による取得であります。３月 28日届出、同日受理となっております。続いて

４番、登記地目はいずれも畑、現況地目は畑及び宅地となっております。面積は 3,244㎡。

相続による権利の取得。４月７日届出、同日受理となっております。番号５番、登記地目

は田、現況地目は雑種地、面積は 74㎡。権利の取得は時効取得による権利の取得となって

おります。４月６日届出、同日受理となっております。続いて４ページ目をお開きくださ

い。番号６番、登記地目は田及び畑、現況地目は田、公衆用道路、畑及び雑種地となって

おります。面積は合計で 8,837㎡。相続による権利の取得。３月 28日届出、同日受理とな

っております。ここで若干説明をさせていただきます。番号１番、ページは２ページでご

ざいますけれども、権利を取得した事由、包括遺贈となっております。包括遺贈といいま

すのは、亡くなった方が遺言状によって遺産の相続人を指定している場合、これが遺産を

すべて、もしくは遺産の２分の１というように、遺産の種別を問わず指定している場合を

包括遺贈というようでございます。なお、銀行預金については誰々、土地については誰々

というのはまた違う遺贈という形になりますが、今回は包括遺贈ということでの法定手続

きによるものでございます。それから、３ページ目、時効取得による取得でございますけ

れども、この土地につきましては、換地処分において土地の交換をしたというふうに利用

者、届出人及び義務者、その両方が、その土地について交換したものというふうに認識し

て今まで使っていたということでございますけれども、調べたところ、登記上所有者が変 
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更になっていなかったということをもちまして、時効取得の申請が出てきたところでござ

います。私からは以上です。 

○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（佐々木浩久君） それでは議案書の５ぺージ目をお開き願います。議案

第１号農地転用事業計画の変更申請があったため、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、地図は１ページ目になります。登記地目は田、現況地目は雑種地、面積は 2,498

㎡のうち 1,193㎡。転用目的は工事車両駐車場及び資機材置場となっております。転用理由

でございますけれども、国発注の工事のために現場事務所及び工事車両の駐車場として利

用するというもので、当該農地については令和２年 10月、今回と同じ内容で許可をしてお

ります。さらに、令和３年４月、事業計画変更の申請があり承認し、さらに、令和３年 10

月に再度事業計画変更の届け出があって、承認しております。許可の日から令和４年３月

31 日までの一時転用ということでしたが、事業の工期が更に延長されたため、再度期間延

長を希望するものであります。変更後の期間は、許可の日から令和５年３月 31日までとな

ります。当該農地は都市計画における第二種中高層住宅専用地域で第３種農地に該当する

ため立地基準を満たしており、周辺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。 

○１番（細谷知成君） １番細谷です。議案第１号の１番につきまして、４月 25日に現地

調査及び聞き取り調査を行いましたので、報告いたします。本件は令和３年の第７回総会、

第 13回総会でも一時転用の期間延長申請が審議され、今回で３回目の期間延長申請であり

ます。延長の理由は前回と同様であります。現況は現場事務所が設置され、全部砂利で整

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す。現状につきましても、前回の申請と同じ状況であります。周

辺の状況ですが、東、南、西側は市道に隣接し、北側は申請地の残地部分は高さ１ｍ程度

の苗木が植栽されている農地となっています。申請に至った経緯ですけれども、借受人に

伺ったところ、工事が依然として半導体部品の供給遅れにより完了できず、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。部品が入ってこないため、工事

のペースが上がらない状況ということでした。工事の進捗状況について伺ったところ、現

場担当者の方から連絡がありまして、全体の 80％は完了しているという状況であります。

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 
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ものと考えられます。ご審議のほどお願い申し上げます。 

○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） 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４条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（佐々木浩久君） 議案書の６ページ目をお開き願います。議案第２号農地法

第４条の規定により許可申請があったため、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、地図は２ページ目になります。登記地目は田、現況地目は雑種地です。面積

は 1,258 ㎡。転用目的は漁業用の資材置場に整備をすることで、理由は、令和３年に４条

一時転用許可を受け、同内容で現在も使用しております。代わりの土地が見つからず、今

後も当該地を利用したいため、永久転用に切り替えて再度申請するということであります。

当該農地は第２種農地に該当しますが、他に適当な土地がないため立地基準を満たしてお

ります。この３月に農用地区域から除外済みとなっております。また、周囲は道と休耕田

であり、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。本件は追認案件

で、令和３年１月に一時転用を申請した際に始末書は提出済みとなっております。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６番中村亨農業委員から説明をお願いします。 

○６番（中村亨君） ６番中村亨です。議案第２号１番について、ご報告いたします。現

地は既に一時転用の許可をいただいて、漁業用資材置場として利用していました。今後も

農業を再開する方向にはなく、漁業用資材置場の代わりの土地もないことから、このまま

使っていきたいと思い、永久転用の申請をしましたとのことでした。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２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。 

○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   ） 
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○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（佐々木浩久君） 議案書の７ページをお開き願います。議案第３号農地

法第５条の規定により許可申請があったため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３ページです。なお、１番から３番までの土地は分筆されたもので、

隣接する土地となっております。登記地目、現況地目とも畑となっております。面積は 261

㎡。権利区分は売買です。転用目的は一般個人住宅、居宅平家建１棟 91.09 ㎡の建設と駐

車場、庭、通路の確保。転用理由は、現在借家住まいにつき、当該地を取得して自宅を建

築したいということでございます。立地基準につきましては、当該農地は第３種農地につ

き許可基準を満たしており、一般基準については事業の確実性を金融機関からの融資証明

書により確認しております。番号２番、登記地目、現況地目とも畑、面積は 254 ㎡。売買

による権利の移動です。転用目的は一般個人住宅、居宅 102.93㎡の建設と駐車場、庭、通

路の確保で、隣接する宅地との合計面積は 335.37㎡。転用目的は、現在借家住まいにつき、

当該地及び隣接地、こちらは宅地でございますが、取得し自宅を建築したいということで

ございます。当該農地の立地基準は第３種農地につき許可基準を満たしており、一般基準

については事業の確実性を金融機関からの融資証明書により確認しております。番号３番、

登記地目、現況地目とも畑、面積は 148 ㎡。権利区分は使用貸借です。転用目的は道路と

しての利用。隣接する宅地との合計面積は 178.35㎡。転用理由は、自宅建築予定地への通

路として隣接地と一体的に利用するためとなっております。こちらにつきましては、永年

の使用貸借になっております。立地基準は第３種農地につき許可基準を満たしており、一

般基準については事業の確実性を金融機関からの融資証明書により確認しております。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３号１番から３番まで続け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１番

から３番についてご報告いたします。最初に１番から３番の農地の所在地及び譲渡人、３

番については貸付人、これは同じであるということで、そのことを前提に説明をいたしま

す。 

 まず、１番については、去年の５月の総会でも、宅地造成の前に行う埋蔵文化財調査を

行うため一時転用の申請があり、調査、報告を行なった場所であります。付近一帯は遺跡

があったところであり、埋蔵文化財の保存地に指定されている場所でもあります。現地調 
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査は４月 22 日に実施し、関係者からの聞き取り調査はそれぞれ４月 23 日に行なっており

ます。申請に至った経緯については、譲渡人が県外に居住しているため、電話により聞き

取りを行なっております。図面では申請地の中央にある住宅には震災直前まで両親が住ん

でおり、畑では野菜を作るなど耕作していましたが、数年前に亡くなって譲渡人が相続し

ました。当該地は両親が亡くなってからは休耕地となっており、管理は親戚に依頼して草

刈り管理を行なっていました。譲渡人は県外に自宅を建てて大船渡に戻ることはないので、

不動産業者に依頼して、宅地として譲渡する計画を進めていましたと話していました。譲

受人からも電話による聞き取りをしました。現在は別の地域に借家住まいで、数年前から

自宅新築用地を探していました。今回ホームメーカーから紹介を受け、当該地が適地と判

断して自宅を新築することにしたとのことであります。１番についての説明は以上です。 

続いて２番についてですが、先ほど説明しましたが、場所は１番の隣接地で譲渡人も１

番と同じ方になります。譲受人から電話による聞き取りをしました。現在は借家住まいで

自宅新築用地を探していましたが、ハウスメーカーからの紹介があり、当該地が適地と判

断し自宅を新築することにしたとのことでした。 

 続いて３番についてですが、貸付人と借受人の永年の使用貸借となりますが、申請事由

に記載のとおり、借受人の宅地に通ずる通路となるところです。この通路は道路敷地内に

残っている部分、今後は宅地化予定しているところの共通の通路として造成するとのこと

でした。周辺は宅地、そして道路で、南側にある農地への特段の影響はないものと見てま

いりました。１番から３番までの報告は以上であります。 

○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。はい、５番古内委員さん。 

○５番（古内嘉博君） ５番古内です。一つだけ聞きたいんですけれども、埋蔵文化財の

関係で調査が行われたということなんですが、その件については大丈夫なんでしょうか。 

○議長（藤原重信君） 事務局。 

○事務局長補佐（佐々木浩久君） 埋蔵文化財のことについては、特に問題なしというふ

うに伺っております。それから、譲渡人、３番においては貸付人のご両親が住んでおられ

た住宅は取り壊して、その取り壊した跡地はもう一度重要文化財の埋蔵についての調査を

行うというふうに伺っております。以上です。 

○５番（古内嘉博君） 分かりました。 

○議長（藤原重信君） あと、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。 
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 よって、議案第３号１番は本委員会において許可相当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、３番について一括で質疑、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） ないようですので、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番及び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２番及び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（佐々木浩久君） それでは議案書の８ページをお開き願います。議案第

４号農地法の適用外であることの証明願を受理いたしましたので、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、地図は４ページになります。なお、１番と２番の農地は隣接する土地となり

ます。登記地目は田、現況地目は雑種地、面積は 29㎡。非農地の事由は、東日本大震災に

より被災。その後、道路工事に伴う土砂置場として利用され、現在は更地になっている。

県の土砂置場としての利用は完了したが、被災農地であり、今後も耕作が見込めないため

となっております。番号２番、登記地目は田、現況地目は雑種地、面積は 584 ㎡。非農地

の事由は１番と同様であります。番号３番、こちらは地図５ページになります。登記地目

は田、現況地目は雑種地、面積は 3,677 ㎡。非農地の事由は１番と同様であります。当該

農地は第２種農地に該当しますが、現況といたしまして県の道路工事の土砂置場は取り除

かれて砂利敷きになっております。都市計画区域については、用途指定のない都市計画区

域という形になっております。岩手県からは今後も砂利置場として一時的にお借りしたい

というふうに考えていると伺っておりますが、今回、以後、農地として活用する見込みが

立たないということでの非農地としての願いを受理したところです。以上です。 

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

します。議案第４号１番から３番まで続けて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番から３番についてご説明いたしま

す。まず、１番について報告いたします。地図は４ページになります。申請地は、東日本

大震災により被災した場所です。21 日夕方６時過ぎ、電話にて所有者の奥様から聞き取り

をいたしました。非農地の事由のとおりだそうです。 
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 続いて、２番について報告いたします。１番で報告した申請地に隣接しております。所

有者の娘さんから 21日夕方５時頃、自宅を訪問し、聞き取りをいたしました。１番の所有

者と同じで、被災農地であり、耕作が見込めないためと話しておりました。その後、現地

を確認いたしました。現在、更地になっており、砂利敷きされておりました。 

 次、３番について報告いたします。地図は５ページになります。21 日夕方４時頃自宅を

訪問し、所有者の息子さんより聞き取りをいたしました。東日本大震災で被災した後は、

道路工事に伴う砂利置場として度々利用されてきましたが、土砂撤去された今は両親も高

齢となり、被災農地でもあり、耕作は見込めないということでした。その後に現地を確認

いたしました。工事関係者が砂利敷きの作業をしておりました。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） 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） 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。 
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 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） 次に日程第８、議案第５号農地法第２条第１項の「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（佐々木浩久君） 議案書の９ページをお開きください。農地法の運用に

ついて第４（２）に基づき、農地法第２条第１項の「農地」に該当しない旨判定された別

添の土地について、本会で判断するため審議し決定するものであります。 

 次の 10ページをお開きください。今回の非農地リストです。１筆になります。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 269 ㎡。お渡ししている地図

６ページをご覧いただきたいんですが、地図では当該農地の北側、上と言いますか、その

左側ですね、居宅の上の部分が空白となっております。こちらは現在、一般住宅が建設さ

れ、人が住める状態となっております。当該農地に通うためには、他人の宅地を通らなけ

ればならない状況となっております。以上です。よろしくお願いします。 

○議長（藤原重信君） 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。議案第５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５号の１番についてご報告いたします。

４月 25日２時半より申請地を見てまいりました。農地としての復元は困難と見てまいりま

した。所有者にはその後、電話にてお話しを伺っております。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と決定いたしました。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第９、議案第６号農業委員会の適正な事務実施に係る令

和３年度の目標及びその達成に向けた活動点検・評価についてを議題といたします。事務

局より議案の朗読と説明をお願いします。 

○事務局長補佐（佐々木浩久君） 議案書の 11ページをお開きください。議案第６号、第

17 回大船渡市農業委員会総会において議決された標記活動点検・評価（案）を農業者など

に公表し、30日間それらの者からの意見及び要望等を募集した内容を加味した標記活動点 
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検・評価（案）を本委員会の会議に付し議決を求めるものです。  

 12 ページをお開きください。令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）になります。こちらは２月の総会におきまして、１月 31日現在の数値によって報告

しておりました。その後の変更を反映し、一般市民への縦覧を行いましたので、３月末時

点の数値に修正した内容を掲載したものであります。変更した部分のみご説明させていた

だきます。１、農業委員会の状況。その１、農業の概要というところで表の中の遊休農地

面積、田については 31.1haで変わりございませんでしたけれども、畑につきましては 68.4ha

に変更されております。合計は 99.5haになっております。それから、農地台帳面積につき

ましても、田は 417.4haから 417.8ha、畑は 1,139.4haに修正しております。農地台帳面積

の合計は 1,557.1ha としております。こちらにつきましては、台帳の整理によりまして換

地情報、それから、転用面積の誤りを修正することによって数値を修正したものでござい

ます。それから、めくっていただきまして、15 ページになります。中段３、２の目標の達

成に向けた活動の表の中で活動実績のうち、農地の利用意向調査についてであります。網

掛けしている部分、調査数 954 筆。それから、その他の活動として、守るべき農地を明確

にするため、１月末時点では 45 筆としていたところを 47 筆と修正しております。こちら

につきまして、２月、３月の実績を加味、加算したため、変更となっております。また、

調査数につきましては、区分が入っている土地がございまして、固定資産税の税目上、二

つの地目に分けていたところがあったわけですけれども、筆としては１筆でしたので、そ

れらを修正したため、動いたものでございます。それから、ページ進みまして 17ページを

お開き願います。１番、農地法第３条に基づく許可事務。１年間の処理件数は 19件。うち、

許可件数は 19件、不許可０件であります。１月時点では、17件として表記していたところ

でございます。それから、処理期間でございます。処理期間の平均は 20.5日。これも２月、

３月の実績を加えたため変更したものでございます。２番、農地転用に関する事務といた

しまして、１年間の処理件数は 46件。それから、処理期間につきましては、処理期間平均

で 18.4 日。こちらも２月、３月の実績を加えたため、数値を変更したものでございます。

18 ページをお開きください。４、情報の提供等。表の中段、農地の権利移動などの状況把

握のところで実績状況でございます。調査対象、権利移動等、件数 51件。それから、農地

台帳の整備のところで、実施状況は整備対象農地面積 1,557.1ha と修正しております。調

査対象、権利移動面積につきましては、２月、３月の実績を反映したものであります。農

地台帳の整備につきましては、12 ページのところでご説明いたしました農地台帳の面積の

合計と一致させたものでございます。以上です。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第６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６号を 
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本委員会において原案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６号については本委員会において原案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 19回総会を閉会といたします。 

 

午後３時 00分閉会 
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