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第 17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２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４条の規定による許可申請について 

日程第７  議案第４号  農地法第５条の規定による許可申請について  

日程第８  議案第５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６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 10 議案第７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（案）及び令和４年度の 

目標及びその達成に向けた活動計画（案）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 

     ７番  鈴木 力男君       ８番    及川 建則君 

（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） ９番 熊谷 玲子君 

 

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 

 

○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 17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。去る１月 28日には大船渡市の

農業振興対策協議会が開催されまして、16 名の委員で第７次の大船渡農業振興計画案の内

容について検討させていただきました。細谷委員さん、及川委員さんが出席された会議で

ございます。その中で気仙に獣医師さんがいなくなるという話がありまして、大きな問題

だなというふうなことで共有をしたところであります。それを含めまして、まとまった内

容を２月３日には、市長さんの方に農協組合長さんと私とで答申をしてまいりました。ま

た、２月 18日には県農業会議の市町村の会長と事務局長の会議と研修会が開催されまして、

コロナ禍の中でありますから、オンラインで市役所に寄って会議に出席をさせていただき

ました。中身は、令和４年度の方針が示されまして、いよいよもってタブレット端末が配

備されまして、活動の組織化を図ってまいりたいという話をされておられましたし、また、

令和４年度の委員さん等を対象にした研修会のスケジュール等も示された会議でありまし

た。更に、午後には研修会がありまして、産業部産業政策監農村政策フェローという肩書

の方が講演をいたしました。フェローというのはどういうことかなと思いましたら、大学

の研究員というふうな称号みたいなようであります。中身は、その市町村では平成元年度

から産業部に産業政策監を創設し、重要かつ緊急的な課題の解決のために農、商、工、観

光、食産業などの横断的な取り組み、横のつながりの中で地域産業振興に取り組んでいる

という内容のものでした。大船渡市ではどうなのかなと。今の農林課の形でどうなのかな

と、いいとか悪いとかじゃございませんけれども、そんなことを問いかけられたような講

演の中身でございました。 

以上、簡単にご報告申し上げ、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９番の熊谷玲子農業委員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 16 回総会以降の経過報告です。１月 28 日、令和

３年度第３回大船渡市農業振興対策協議会に藤原会長が出席しております。また、細谷農

業委員と及川農業委員が農業者代表として出席しております。１月 31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ましたが、新型コロナウイルス感染症対策の

ため書面議決書を提出しております。２月３日、大船渡市農業協同組合役員報酬審議会に

藤原会長が出席しています。同日になりますが、第１回農政専門委員会を開催しておりま

す。更に同日、第７次大船渡市農業振興協議計画について市長への答申のため、藤原会長 
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が大船渡市農業振興対策協議会副会長として出席しております。２月４日、第１回農地専

門委員会を開催しています。２月９日、令和４年度いわてポラーノの会総会は参加を見合

わせ、令和３年度女性農業委員、農地利用最適化推進委員活動研修会に女性農業委員、推

進委員がオンラインで参加しております。２月 18日の市町村農業委員会会長・事務局長合

同会議・研修会に藤原会長がオンラインで出席しております。 

 次に本日の総会以降の行事予定です。３月４日、令和３年度農業労賃標準額設定検討委

員会を開催予定でありましたが、書面議決とする方針で調整をしています。藤原会長、熊

谷職務代理者、浅野農地委員長、古内農政委員長、農家代表として 地久寿推進委員が検

討委員となっております。３月 11日、令和３年度東日本大震災大船渡市犠牲者追悼式に藤

原会長が出席予定です。３月 16 日、令和３年度一般社団法人岩手県農業会議定期総会は、

書面議決書の提出を予定しています。次回第 18 回総会は、３月 28 日に市役所地階大会議

室で開催を予定していますので、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。 

○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４番金野たか子農業委員、５番古内嘉博農

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（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、現況地目ともに畑となっております。面積は 512 ㎡。相続による

権利の取得です。１月７日届出、１月 12日受理です。以上でございます。 
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○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） それでは議案書の３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。登記地目は畑及び田、現況地目は雑種地です。面積は

あわせて 2,109㎡。権利は賃貸借です。転用目的は露天資材置場、資機材置場・作業場 1,859

㎡、通路 250㎡。転用理由ですが、資材、機材等の仮置場（岩手県発注の防潮堤工事用）と

して利用したいということです。令和元年６月 13日付けで一旦許可しておりますが、その

後、令和３年２月 24 日に事業計画変更を承認しております。この際の事業期間は平成 31

年４月 15日から３年間の一時転用でしたが、計画どおり事業を遂行できなかった理由とし

て、本工事の工期が更に延長したため、再度貸与期間も延長するものです。平成 31年４月

15 日から３年５カ月間の一時転用ということに変更したいということでございます。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。今回の農地転用事業計画の変更申請は、２度目の

期間延長となります。県の工事期間の延長に伴うものだそうです。面積、場所等も前回と

同様です。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４ページをお開きください。議案第２号農地法第３条

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２ページです。登記地目は山林、畑、田、用悪水路及び雑種地です。 
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現況地目は畑及び田です。面積はあわせて 5,792.98㎡。贈与による権利の移動です。譲渡

人の申請事由は、市外在住であり、代わりに管理してきた譲受人に譲渡したいというもの

です。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６人中２人。トラク

ター１台、小型耕うん機１台、草刈機２台を所有しております。この件につきまして、譲

受人の妻は譲渡人の夫と姉弟関係になります。農地取得の下限面積を満たしており、すべ

ての農地を効率的に耕作する計画と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。続いて、５ページをお開きください。番号２番、地図

の３ページです。登記地目、現況地目ともに畑です。面積はあわせて 572 ㎡。権利の移動

は売買でございます。譲渡人の申請事由は、経営規模縮小のためです。譲受人の申請事由

は、新規就農のためです。受入世帯の稼働人員は４人中２人。これは空き家バンクに附随

した農地の売買になります。この件につきましては、空き家バンクに登録されている空き

家に付属した農地のため、下限面積は 0.1ａであり、これを満たしております。すべての農

地を効率的に耕作する計画と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。３条の１番と２番について地図を見ていただきますと、この

３条のほかに２ページの方では適用外証明が出されております。３ページの方では、同じ

く適用外証明が一部出されております。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番と２番について７番鈴木力男農業委員から説明をお願いします。 

○７番（鈴木力男君） ７番鈴木です。農地法第３条の規定による許可申請について、申

請人より聞き取りと現地確認した結果を報告いたします。番号１番について、２月 26日に

譲受人より聞き取り調査をし、その後現地確認をしました。譲渡人は夫を亡くし、現在は

市外に自宅があり、今後、大船渡に来て農業はできないので、今まで畦畔の草刈りや水田

の耕起など、維持管理をしてきた譲受人に譲渡したいという話があり、快諾したそうでご

ざいます。今後も畦畔の草刈や水田の耕起など、維持管理をしていくと話しておりました。 

２番について、結果をご報告いたします。27 日に譲渡人より聞き取り調査をし、その後

現地確認をしました。譲渡人は現在、市外に住宅があり、大船渡の家には誰も住んでおら

ず、空き家状態だったので、空き家バンクに登録し購入者を探していたところ、譲渡人が

家と農地を一体で購入するとのことでした。取得した農地は、家庭菜園等で使用したいと

いうことです。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。はい、５番古内嘉博委員さん。 

○５番（古内嘉博君） ５番古内です。１番の譲受人なんですけれども、草刈りなようで

すけれども、田んぼ、畑で５反歩以上あるようなんですけれども、これをこのまま続けて

栽培したいということなんでしょうか。 
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○議長（藤原重信君） 事務局。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 田んぼ、畑等に、田んぼとして、畑として耕作したいと

いう計画書が提出されております。 

○議長（藤原重信君） よろしいでしょうか。 

○５番（古内嘉博君） はい。 

○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の意見を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１番は本委員会の意見を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

番は本委員会において許可と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。 

○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４条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４ページです。登記地目、現況地目ともに畑、面積は 89㎡。転用目的

は車庫、車庫１棟 34.8㎡。転用理由ですが、実家が市道を挟んだ隣接地にあり、その地図

の左側ですね、令和４年３月末に現住所から実家に引っ越す予定となっているが、実家家

屋には車庫がないことから、当該地に車庫を建築して利用したいということです。こちら

は第１種住居地域区に指定されておりまして、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、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し

ます。議案第３号１番について大船渡地区大船渡地域佐藤幾子推進委員から説明をお願し

ます。 

○大船渡地区大船渡地域推進委員（佐藤幾子君） 推進委員の佐藤です。議案第３号１番

につきまして、２月の 24日に現地調査及び電話による聞き取り調査を行いましたので、報 
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告いたします。現況は北側奥に物置が建っており、南側の部分は防草シートを敷き詰めて

あり、耕作されておりませんでした。また、聞き取りにつきましては、申請人の代理人に

お話しを伺いました。両親が二人で耕作していたが、父親が亡くなったので母一人で耕作

を続けたが、その母も要介護状態となり、現在は要介護施設に入所しているとのことです。

実家に引っ越すに当たって今の物置を壊し、２階建ての車庫兼倉庫を建て駐車場として使

用したいとのことでした。周囲への影響ですが、隣接する農地は家庭菜園として耕作して

おりますが、この耕作に対しての今後の耕作に対しての影響はないものと考えられます。

報告は以上です。お願いします。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３号１番については質疑、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） 挙手全員であります。 

 よって、議案第３号１番は当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（鈴木康司君） それでは議案書の７ページをお開きください。議案第４

号農地法第５条の規定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５ページです。それからこれは 3,000 ㎡を超える案件ですので、６ペ

ージに配置図も付けてあります。登記地目は畑、宅地及び田、現況地目は田です。面積は

あわせて 3,718.72㎡。権利の移動は賃貸借によります。転用目的は商業サービスです。店

舗１棟 1,104.22 ㎡、駐車場 52 台分、屋外展示スペース 288 ㎡。転用理由は、店舗用地と

して利用したいということで、永年の賃貸借です。こちらは市の出張所から 300ｍ以内であ

るため、第３種農地に区分されます。それから、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。なお、30ａ超えのため岩手県農業会議に答申をして、異議なしという答申を

受けた後に許可することになります。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番について三陸町地区綾里地域畑中圭吾推進委員から説明をお願い

します。 

○三陸町地区綾里地域推進委員（畑中圭吾君） 推進委員の畑中です。議案第４号申請番

号１番の調査報告をいたします。当該地は東日本大震災の津波で被災したところです。そ 
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の後復旧、昨年まで耕作をしていました。周囲には西側に一部耕作地があり、また、北側

住宅前に家庭菜園といわれるような状態です。２月 22日、貸付人宅を訪問、現地確認及び

聞き取り調査をいたしました。それによると、昨年の１月頃、借受人の訪問を受け、こう

いう目的で土地を探しているといった内容の話があり、自身も高齢になり耕作するのも大

変になってきたので、良い機会と思い、家族と相談し貸すことにしたとのことです。ちな

みに、ちょっと余談になりますが、この会社は、大船渡にある大型ホームセンターの系列

になります。この会社では、他の通常のホームセンターと比較して金物、農業資材、日用

品はもとより、特に衣料、食品に特化した小型のホームセンターのようです。立地条件と

しては、町から離れ、しかし比較的人口のあった、いわば同地域のようなところで、約 100

の店舗を展開しています。この近くには近隣市町村に同じような規模の店舗があり、実際

に貸付人が見学に行ったとのことでありました。話は戻りますが、同日、この会社の代理

人で、また店舗の設計者でもある方から電話で聞き取りをいたしました。まず、周辺農地

への日照等の観点から高さ等を確認しましたら、建物は平家建て、高さは隣の建物の高さ

と言いますから、約５ｍぐらいですか、また、排水等については浄化槽で処理し、処理水

に関しては大船渡市の検査の基準があり、それに準ずるとのことであります。公式的には

もちろん許可後になりますが、５月頃着工し、本年一杯での完成を目指したいとのことで

ありました。以上のような調査内容になりますが、この案件に関して私的には特に問題は

ないものと認めました。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許可相当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４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。 

 なお、ただいま許可相当と決した案件については、30ａを超える案件のため岩手県農業

会議へ諮問し、異議なしの答申を得てからの許可となることを申し添えておきます。 

○議長（藤原重信君） 次に日程第８、議案第５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） それでは議案書の８ページをお開きください。議案第５

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７ページです。登記地目は畑、現況地目は宅地、面積は 54㎡。非農地の

事由ですが、昭和 60年当時に前所有者が隣地の宅地にまたがって車庫を建築し、宅地とし 
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て利用して現在に至っております。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、最近になって農地であることがわかりましたので、今回の

証明願いとなっております。次に２番、これは地図の２ページです。先ほど３条許可して

いただきましたが、畑、田んぼとなっているもの以外に、この通路の両側があります。登

記地目は畑、現況地目は雑種地及び宅地です。面積はあわせて 171 ㎡。非農地の事由です

が、隣地というのが、この間の通路になりますけれども、そこを平成元年に４条許可を受

けて通路とした際に、あわせて１筆を雑種地、木立として、もう１筆まであわせて通路と

してしまったということでした。２筆もあわせて農地転用したものと思っていたというこ

とでしたが、今回、所有権移転に伴って、ここが農地であることが判明したために今回の

証明願になっております。次に９ページをお開きください。番号３番、地図の３ページで

す。先ほど空き家バンクの付属農地として許可していただきましたが、登記地目が畑、現

況地目は宅地です。面積はあわせて 259㎡。非農地の事由ですが、昭和 51年当時に当該地

と接する宅地に前所有者が居宅を建築し、同時に２筆に住宅敷地を保護するための石垣が

設置されました。以来、住宅敷地として一体利用され現在に至っております。長年、住宅

敷地の一部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ということ

ですが、今回、空き家バンクに登録する付属農地として調べたところ、一部宅地になって

いたということで、この証明願に至っております。以上であります。 

○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５号１番につき

まして、２月の 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をいたします。

地図の７ページです。登記地目は畑ですが、現況は宅地で車庫が建っており、隣には現在

誰も住んでおりませんが、居宅が建っております。周辺の状況は住宅地であります。所有

者から電話で聞き取りをいたしましたが、相続で取得したんですけれども、県外在住なの

で、売却を不動産業者に依頼して畑であることがわかったそうです。周辺農地への影響は、

これまでも宅地として使用しており、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   ） 
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○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番と３番について７番鈴木力男農業委員から説

明をお願いします。 

○７番（鈴木力男君） ７番鈴木です。議案第５号の２番についてご説明をいたします。

申請者は、市外に住んでおります方です。転勤生活が長く、この２筆について、非農地事

由にあるとおり、農地転用したものと思っていたとのことです。 

 あと、番号３番についてご説明いたします。適用外証明の３番ですが、市外に住む所有

者からの申請が出されておりまして、昭和 51年当時、亡くなった祖父が居宅を建築し、そ

の祖父が石屋さんをしており、住宅敷地を保護するために石垣を組んだので、所有者は市

外でお生まれになり、現在も市外で暮らしており、全然その登記簿地目は農地でないと考

えていたということです。以上です。 

○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５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５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５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） 挙手全員であります。 

 よって、議案第５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９、議案第６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（鈴木康司君） 議案書の 10ページをお開きください。議案第６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。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、 
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本会で判断するため審議していただき決定いたします。 

 11 ページをお開きください。１番、地図の８ページをご覧ください。登記地目は田、現

況地目は雑種地です。面積は 504㎡。９ページに写真が付いていますので、ご覧ください。

この土地については、森林の様相を呈しているわけではありません。市道との間に住宅が

建ち並び、隣の畑は市道に面して急斜面になっているため、農地として継続して使用する

ことができないということで申し出がありまして、今回非農地判断をするということでご

ざいます。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６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

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６号の１番

について調査結果を報告いたします。道路の左側、図面でいえば上側は、昨年５条転用に

係る申請が２件ほどありました。今回は、その道路を挟んでその向かい側の農地になりま

す。22 日に所有者から今回の申請の経緯について説明を受けました。当該地は元々、田ん

ぼだったところですが、30 年以上前に盛土され、それ以来耕作はしていませんが、草刈管

理されているところです。排水が悪く雨が降るとぬかるんでしまい、また、図面を見てい

ただいて説明すると、市道に接した上側は住宅が建ち並んでいます。下側は山になってお

ります。更に、敷地の左右、両側は他人の所有地であり、当該農地への通路がありません。

いわゆる袋地といわれるところになります。更に、市道に接する部分も高い段差があり、

耕作機械の搬入ができない場所で立地条件が悪いということでした。先ほど写真を見て説

明がありましたとおり、当該地は草刈管理されている状態です。これまでの非農地判断の

対象となった場所は、森林の様相を呈しているなど、荒廃地化した場所だけだったと記憶

しております。今回は事務局にも確認しましたが、農地に該当しないものとする場合には、

この農地法の運用通知に、次のいずれかに該当するものとすると規定されていることを教

えていただきまして、一つは、アとして、この土地が森林の様相を呈しているなど、農地

に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合。これが今まであった非農地判断

のケースだと思いますが、イとして、ア以外の場所であって、その土地の周囲の状況から

見て、その土地を農地として復元しても継続していくことができないと思われる場合と説

明を受けました。今回のケースは荒廃状態ではありませんが、30 年以上も耕作していない

上、今後も農地として継続して利用することは、周囲の状況から難しい条件が揃っている

ところになるものと見てきました。報告は以上であります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第６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６号１ 
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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６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） 次に日程第 10、議案第７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（案）及び令和４年度の目標及びそ

の達成に向けた活動計画（案）についてを議題といたします。議案第７号につきましては、

去る２月３日に開催されました農地専門委員会、並びに２月４日に開催されました農政専

門委員会でそれぞれ審議をしておりますので、その審議結果を各専門委員会の委員長さん

からご報告をお願いいたします。初めに農地専門委員会における審議結果を浅野幸喜委員

長さんからお願いします。 

○農地専門委員長（浅野幸喜君） 推進委員の浅野です。農地専門委員会の審議内容につ

いて報告をいたします。 

畑中委員が欠席されたため、委員８名で審議を行いました。 

初めに、事務局から一部修正箇所の説明を含めて議案の内容が読み上げられました。な

お、修正箇所は２箇所が追記、１箇所が文章の一部が削除されていますが、この後、修正

箇所は事務局から説明があると思いますので、私の報告では割愛させていただきます。協

議では、委員から５か所について質疑がありましたが、事務局から説明があり、了承をい

ただいております。 

協議終了後、採決を行なったところ、議案の一部を修正し総会に付議することを全会一

致で承認をしております。以上でございます。 

○議長（藤原重信君） 次に農政専門委員会における審議結果を古内嘉博委員長さんから

お願いします。 

○農政専門委員長（古内嘉博君） ５番古内です。農政専門委員会は２月の３日に行いま

した。出席委員は９名、１名欠席であります。 

 この活動点検・評価並びに計画についての議案については、事務局より説明があり、そ

の後、出席者に質疑を求めましたが、特に意見がありませんでした。そういうことで、何

もなければということで、今年度農地を借りた新規就農者２名についての近況報告等が話

し合われ、情報を共有したところです。 

協議終了後、採決に入り、原案どおり決定されました。以上です。 

○議長（藤原重信君） 以上の報告を踏まえまして事務局より修正した議案の朗読と説明

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 12ページをお開きください。議案第 
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７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（案）及び令和４年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について。令

和３年２月３日に開催した令和３年度第１回農政専門委員会及び令和３年２月４日に開催

した令和３年度第１回農地専門委員会において議決された標記活動点検・評価案並びに活

動計画案について本委員会の会議に付し可否を決定していただきます。また、標記活動点

検・評価案並びに活動計画案が本委員会において可と決定された場合、その内容を地域の

農業者等に公表し、30 日間それらの者からの意見及び要望等を募集することについて承認

を求めるものです。 

 内容については、それぞれの委員会で詳しく説明させていただいておりますので、農地

専門委員会の方で一部修正した内容についてご説明いたします。議案書の 17ページをお開

きください。これは、令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価の５番に

なります。この中の３番、活動計画・実績及び評価の２段目、活動実績。ここにもとはな

かったんですが、３番を追加いたしました。広報大船渡令和３年６月 21日号に、農地パト

ロールの実施と合わせて農地転用には申請が必要であることを掲載したということを追加

しております。次に、４年度の計画の方の 23ページをお開きください。23ページ、大きな

４番の２番の中で活動計画の一番下のその他のところです。ここに当初の案では、２行目

なんですけれども、農業委員会ボランティア活動を通じて遊休農地解消につながる椿の植

樹の後に、茶の栽培ということで、茶の栽培という記載があったんですが、これを削除し

て了解をいただいております。また、その更に下の大きな５番、違反転用への適正な対応

の２番の活動計画。こちらでは３番を追加しております。３番は、広報大船渡に農地転用

には申請が必要であることを掲載するということを追加して、農地専門委員会には了解を

いただいております。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７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７号を

本委員会において決定し、原案のとおり縦覧に供することを承認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７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（案）及び令和４年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）

については本委員会において原案のとおり縦覧に供する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。 
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 これをもちまして第 17回総会を閉会いたします。 

 

午後３時 05分閉会 
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