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第 16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１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  非農地通知の取消について 

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  農地法の適用外であることの証明願について 

日程第８  議案第４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５号   農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画につい 

             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 ９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     吉浜地域  地 久寿君 

遅刻者（０名）  

早退者（０名）  

欠席者（１名） 三陸町地区越喜来地域 鈴木 学君 



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 16回大船渡市農業委員会総会を開会いたします。 

 開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。本日の第 16回総会は今年初めての総会

になるわけであります。どうぞ今年も皆様からのご指導とご協力の程よろしくお願いを申

し上げまして、簡単でありますがご挨拶に代えたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（藤原重信君） 本日の出席の農業委員は９名、推進委員は９名であります。欠席

の連絡のあった推進委員は三陸町地区越喜来地域鈴木学推進委員の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。 

○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 15回総会以降の経過報告です。１月４日の令和４

年大船渡市新年交賀会は、新型コロナウイルス感染症対策の関係で急遽中止となっており

ます。 

次に本日の総会以降の行事予定であります。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予定です。また、細谷農業委員と及川農業委員が農業者

代表として出席予定です。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

開催予定ですが、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予定です。同日になり

ますが、大船渡市農業委員会第１回農政専門委員会を開催予定です。更に同日、第７次大

船渡市農業振興基本計画について市長への答申のため、藤原会長が大船渡市農業振興対策

協議会副会長として出席予定です。２月４日、第１回農地専門委員会を開催予定です。２

月９日、令和４年度いわてポラーノの会総会と令和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、推進委員で Web 参加を予定しておりますが、実質に

は総会の方は欠席、研修会の方に参加をすることとなります。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出席予定です。次回、第 17回大船渡市農

業委員会総会は２月 28日に市役所第１会議室で開催を予定しておりますので、よろしくお

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お願いし

ます。私からは、以上でございます。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 若干付け足しいたします。ポラーノの会と女性農業委員

の研修会については、盛岡に出張するということで女性委員の皆さんにご案内を差し上げ

ておりました。ただ、これがコロナの関係でオンラインを実施するということになり、ポ

ラーノの会総会だけは票決するために集まった人だけで総会をするということでしたので、

２時からの研修会のオンラインに参加をするということに変更いたします。オンラインは 
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市役所の第２委員会室というところでやりますけども、事務局に一回集まってもらえれば

ご案内いたします。出席できるという方、出張前提としたものでしたけれども２名でした

が、それ以外にオンラインなら参加できるという方がいましたら、今日中に連絡いただけ

ればと思います。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８番及川建則農業委員、９番熊谷玲子農業

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） 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、これを受理いたしましたので、本委員会に報

告いたします。 

 番号１番、登記地目は畑、現況地目は山林及び畑です。面積はあわせて 1,856 ㎡。相続

による権利の取得。12月 20届出、同日受理でございます。続いて２番、登記地目は畑及び

田、現況地目は田、用悪水路、一部公衆用道路、畑となっております。面積はあわせて 4,613

㎡。相続による権利の取得です。12月 23日届出、12月 28日受理です。３ページをお開き

ください。番号３番、登記地目は畑、現況地目は畑、原野及び山林です。面積はあわせて

6,721 ㎡。相続による権利の取得。12 月 20 日届出、12 月 23 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号非農地通知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。 
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○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

の運用について第４（１）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

た土地について取消願出があり、取消処分をしたので、本委員会に報告いたします。 

 番号１番、これは３条も出されておりますので、地図もございますから見ていただきた

いと思います。地図の６ページです。登記地目は田、現況地目は畑です。面積あわせて 661

㎡。非農地通知は平成 29 年３月 28 日付で送付しています。取消理由は今後耕作するため

ということで３条の申請が出されておりまして、今後耕作する計画となっております。以

上でございます。 

○議長（藤原重信君） 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 1,639 ㎡。

賃貸借です。転用目的は資材置き場です。資材倉庫１棟それから資材置き場及び土砂・砕

石仮置場となっております。転用理由ですが、下水道管渠工事に伴う資材置場として利用

したいということで、令和３年９月 29日付けで許可が出されております。その時は令和４

年２月 28日までの一時転用ということでしたが、計画どおり事業が遂行できない理由とい

たしまして、下水道管渠工事が設計変更により、期間の延長が見込まれているため、当初

の工期内に完成しないということになりました。変更後の期間は、許可の日から令和４年

５月 31日まででございます。こちらは第一種低層住居専用地域で第３種農地のため立地基

準を満たしており、周辺農地に与える影響も無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１号１番に

ついて報告します。本件は市発注下水道工事に関連する資材置き場としての一時転用につ

いて事業計画変更の申請であります。関係者からの聞き取り調査は１月 21 日と 23 日に行

なっております。貸付人の夫から確認したところ、当初２月末までの予定でしたが、工事

が予定通りに終わらないため借用期間の延長の申出がありました。特に支障もないので了

承しましたとのことでした。借受人からも電話により確認しました。今回設計変更なども

あって、工期を延長せざるを得ないため、５月末まで期間延長を申請しましたとのことで 
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した。期間延長による特段支障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６ページをお開きください。初めに、本日の３条は

９件ございます。そのうち、番号１番から４番までは小作契約からの切替えという申請理

由で出されております。それについてご説明いたしますが、これは昔から土地の所有者と

そこを借りて耕作する人との間に市の農業委員会と農協が入って契約をして毎年市役所か

ら耕作している方に納付書を出して農協に納めてもらう。それを農協が土地の所有者に納

付するということをやって参りました。それをずっとやってきたのですが、だいぶ前まで

は農地法に基づく小作というも規定があったのですが、それも無くなりまして県内でも小

作契約をしているところが大船渡市ぐらいになってしまい、農協とも相談して、市役所と

農協が間に入るのは辞めて必要であれば直接契約してもらうようにしましょうということ

で、それぞれの小作契約を行なっている方にあたりまして、そのうち５件についてはその

まま引き継ぎ契約となりまして、３条で１番から４番までの４件、もう１件は面積が 10ａ

に満たないために３条の申請ができないので、それについては議案第５号の農業経営基盤

強化促進法に基づく農用地利用集積計画ということで本日提案させていただくこととなり

ました。 

それでは、改めまして議案書６ページの議案第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、地図の２ページです。どちらも同じ地番の一部ですが、東側が３条、西側が

農地利用集積計画ということで提案させていただきます。１番、登記地目、現況地目とも

に畑、面積全体で 1,807 ㎡のうち 565 ㎡。権利の種別は賃貸借。貸付人の申請事由は、小

作契約からの切替え。借受人の申請事由は同じです。受入世帯の稼働人員は３人中１人。

備考として貸借期間は令和４年２月１日から３年間としますが、双方からの申出がない場

合は自動的に更新されるという契約となっております。次に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 131 ㎡。権利の種別は賃貸借。貸付人、借受人の申請

事由は、どちらも小作契約からの切替えです。受入世帯の稼働人員は２人中１人。賃貸期 
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間は同じです。次に３番、同じく３ページ。登記地目は田、現況地目は畑、面積 326 ㎡の

うち 236 ㎡。権利の種別は賃貸借。貸付人、借受人の申請事由は、どちらも小作契約から

の切替えで、受入世帯の稼働人員は６人中２人。賃貸期間は同じです。トラクター１台と

耕うん機１台を所有しております。この土地の一部には物置が建っていますが、農業用の

物置となっております。次に７ページをお開きください。番号４番、地図の４ページ。登

記地目、現況地目ともに田、面積はあわせて 1,470㎡。権利の種別は賃貸借です。貸付人、

借受人の申請事由は、どちらも小作契約からの切り替えです。受入世帯の稼働人員は６人

中２人。トラクター１台と管理機１台を所有しており、賃貸期間は同じです。次に５番か

ら９番までは、借受人が同じ方で、新規就農ということになっております。今までも作っ

ているところもありますが、今回改めて３条申請を出して正式に新規就農ということで、

認定就農者にも認定されております。では５番、地図の５ページです。登記地目は田、現

況地目は畑、面積はあわせて 1,439 ㎡。権利の種別は使用貸借。貸付人の申請事由は、経

営規模縮小のため。借受人の申請事由は、新規就農のためです。受入世帯の稼働人員は２

人中２人。トラクター１台を所有しております。貸借期間は 10年間としております。次に

６番、地図は同じ５ページです。登記地目は田及び畑、現況地目は畑、面積はあわせて 1,314

㎡。権利は使用貸借。貸付人の申請事由は、経営規模縮小のため。借受人の申請事由は、

新規就農のため。以下同じです。次に６ページをお開きください。番号７番、こちらの地

図の５ページの分が今まで既に作っている分です。そして、地図の６ページの分はこれか

ら作るということで一回に全部は作れないので、計画的に耕しながら作っていくという計

画が出されています。７番は、登記地目は田、現況地目は畑、面積は 2,378 ㎡。権利は使

用貸借。貸付人の申請事由は、経営規模縮小のため。借受人の申請事由は、新規就農のた

め。以下同じです。次に８番、同じく６ページ、登記地目は田、現況地目は畑、面積はあ

わせて 661 ㎡。権利は使用貸借。貸付人の申請事由は、経営規模縮小のため。借受人の申

請事由は、新規就農のため。以下同じです。最後に９番、同じく６ページ。登記地目は田、

現況地目は畑、面積は 4,173 ㎡。貸付人の申請事由は、経営規模縮小のため。借受人の申

請事由は、新規就農のため。以下同じです。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） 熊谷です。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、１番の調査報告をします。地図は２ページになります。申請地は道路との段差

１ｍほど高い緩い傾斜の高所畑です。20 日夕方、借受人から電話で聞き取りをいたしまし

た。自身が幼少期の頃から貸付人と小作契約をしており、この度農地法第３条に切替えの

ため申請となったとのことでした。21日現地確認をいたしました。報告を終わります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第２号１番について質疑、意見を許しますが、何か 
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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番から４番について 10番、わたくし藤原から説

明をいたします。 

 議案第２号番号２、３、４の現地の確認と聞き取りのご報告をいたします。番号２と３

は同じ貸付人の所有地であります。地図の３ページを見ていただければお分かりになりま

すが、番号２の申請地は、借受人の自宅まで雪が降っておりましてはっきりは分かりかね

ましたが、畑として利用されていると見てまいりました。番号３の申請地は、番号２の申

請地の南側で借受人の自宅前で同じく畑として利用され、奥の方に倉庫と思われる建物が

ありました。お聞きしますと、農機具倉庫として利用しているとのことでした。先ほども

説明がありましたが、今回農業委員会から小作契約での賃貸借から貸付人と借受人との直

接契約になっていくとの説明があったので、許可申請をお願いしたとのことでございまし

た。 

 次に番号４でありますが、周辺一体も田でありまして、借受人、貸付人は親戚関係にな

ります。借受人からお聞きすると、長年借り受けて水稲を作付けしてきたとのことでした。

番号２、３と同様、農業委員会から小作契約での賃貸借でなくなり、貸付人と借受人との

直接契約になっていくとの説明があったので、許可申請をお願いしたとのことでした。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。 

○大船渡地区末崎地域推進委員（村上優司君） はい。 

○議長（藤原重信君） 村上推進委員さん。 

○大船渡地区末崎地域推進委員（村上優司君） １番から４番までちょっとお聞きします

けども、小作契約から新たな契約に切替えたとは、どういう契約書なのでしょう。 

○議長（藤原重信君） 鈴木補佐からお願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 農地の賃貸借契約です。 

○大船渡地区末崎地域推進委員（村上優司君） それだけですか。所在地はそのように書

いてあるの。一番上に書いてあるの。期間は３年が１番長いの。全部３年になっています

けども。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 所在地はおっしゃる通りです。期間はいずれも３年です。 
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そして、双方から申出が無ければ、自動更新ということになります。 

○大船渡地区末崎地域推進委員（村上優司君） 農業委員会にかけるようなんでしょう。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 自動更新については、かけなくて大丈夫です。 

○大船渡地区末崎地域推進委員（村上優司君） ３年更新でこれからずっといくんでしょ

う。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） はい。 

○大船渡地区末崎地域推進委員（村上優司君） 分かりました。 

○議長（藤原重信君） よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。 

（「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。 

○議長（藤原重信君） 次に議案第２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、意見を終わり直ちに採決いたします。議案第２号４

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４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５番から９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２号申請番

号５番と６番を同一地域ですので、一括で調査報告をいたします。現地の状況として、申

請場所全て畑地として耕作されておりました。１月 22日、５番及び６番の貸付人宅を訪問 
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し、今回貸借の契約に至った経緯をそれぞれから話を聞きました。それによると、20 数年

前に田として耕作していた先代が亡くなり、どうしたものかと思っていたところ、借受人

の母親に貸してくれと言われ、現在に至っておりましたが、今回借受人が規模拡大を図る

のを機に改めて 10 年の使用貸借での契約を行なったとのことのようであります。因みに、

この場所は耕作に適した農地の少ないこの地域においては、平場であり水利もよく、鳥獣

の被害も少なく、非常に優良な農地であります。以上で５番、６番の報告を終わります。 

 次に、番号７番、８番、９番も一括で調査報告をいたしたいと思います。現地は以前沢

地でありましたが、20 数年前にダムの工事があり、その時の残土で盛土した場所で比較的

平らなところです。１筆は良保全管理されていましたが、その他はススキ等が繁茂し、何

年も管理がされていないような状態でいて、昨年の農地パトロールでは不良、または非農

地と調査の結果を出したところです。１月 23日に３人の貸付人宅を訪問、今回貸付けるに

至った経緯を聞いたところ、これまで管理ができなかったのは、高齢化、体調不良、また、

他に仕事を持っており手が回らなかったといったのが実情のようでした。なお、一時は太

陽光発電への土地貸しも考えたそうですが、今回この場所にハウスを建て、ピーマン等野

菜作りをやりたいという借受人の強い希望で、使用貸借の契約に至ったとのことでありま

す。借受人は、両親が立ち上げた店を引き継ぎ、小規模ながらも農業以外にもさまざまな

事業を手がけており、本人曰く農業は好きだということであります。まだ年齢も若く、担

い手不足の昨今において、貴重な人材だと思っております。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２号５ 

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５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６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６

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６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７番について質疑、意見を許しますが、何かござ 
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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７

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７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８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８

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８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９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９

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９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３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９ページをお開きください。議案第３号農地法

の適用外であることの証明願を受理しましたので、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、現況地目は雑種地、面積は 331 ㎡。非

農地の事由ですが、昭和 60年当時から近隣の住民の駐車場として利用され、現在に至って

おります。長年駐車場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、この度農地であることが判明しましたので適用外願を出されております。次に２

番、地図の８ページです。登記地目は田及び畑、現況地目は雑種地、面積はあわせて 827

㎡。非農地の事由ですが、平成 23年以前から耕作せず、更地で一部は通路でしたが、平成

23年に津波を被り、がれき撤去後も更地となり一部通路ですが農地として利用することは 
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困難となっています。手続きが必要だと思っていませんでしたが、村上推進委員からの指

摘を受けまして、今回証明願が提出されております。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

いします。 

○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

について報告いたします。１月 22日の午前 10時頃に現地を確認し、１月 24日午後４時頃

に聞き取り調査を行ないました。聞き取りの相手は、申請人の実兄で、代理人としてお話

を伺いしました。申請地は、父親の死により相続したもので、父親の生前から駐車場とし

て利用されていたので、登記簿地目が農地だとは思わなかったということでした。所有者

の意向は、自分の年齢や市外に居住ということから、実家の近くにありますが売却を考え

ているということでした。そこで、実家のお兄さんが土地家屋調査士さんに相談したとこ

ろ、実は登記簿地目が農地であるということが分かったので、今回申請することになった

とのことです。周辺は住宅街で農地は地続きとなっている申請人の兄のところだけですの

で、特に影響がないものと思われます。以上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３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３号２番について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推進委員（村上優司君） 推進委員の村上です。議案第３号２番に

ついての調査の結果をご報告いたします。この事案は農地パトロールの際、気になってい

た場所で、土地所有者に私から働きかけ、申請に至った事案でございます。今回総会に上

程されることになり、１月 22日再度申請地を確認し、所有世帯主からお話を伺って参りま

した。初めに申請地の場所ですが、地図の８ページをお目通し願います。申請地から見て、

北西の方向に湾があります。申請地は船着き場の道路より２ｍほど高くなっております。

申請地の東側、申請地より更に２ｍほど高台に所有者の住宅があります。昭和 40年代頃ま

で１筆は自家消費用野菜を作っております。もう１筆では稲作を行なっておりました。所

有者の旦那様は若くして亡くなられ、担い手・後継者もなく長年放置されておりましたが、 
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平成 23年に発生した東日本大震災では、高さ 10ｍを超える津波が押し寄せ、住宅は被災し、

農地も瓦礫が山積し、撤去はしたものの大きな石が残っており、農地として利用すること

は困難な状態でございます。公民館の東側に畑があり、家庭菜園として自家消費用野菜を

作っております。現在のところ建物を建てる予定はございませんが、周りには農地もなく、

周りに与える影響もないものと思われます。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３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８、議案第４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４号農地法

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

された別添土地について、本会で判断するため審議していただき決定いたします。 

 11 ページをお開きください。今回の非農地リストは１筆、1,102 ㎡です。これは所有者

からの申出によるものです。地図は９ページ。１番、登記地目は畑、現況地目は山林、面

積は 1,102㎡。地図の 10ページには写真もございます。すっかり山林になっている状況で

ございます。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。それでは議案第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

をお願いいたします。 

○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の報告をいたします。現地は 10

ページの写真をご覧のように、植林して 30、40年経ったと思われるような杉林が周りの山

林と一体化しており、農地への復旧は急坂な地形からいっても全く困難であり、非農地の

判断は妥当かと思われます。因みにここは昨年の農地パトロールの調査結果、非農地とさ

れた場所です。今回、所有者は父親が昔植林したところを山林に地目変更をしたいとのこ

とで、手続きに直接事務局に訪れたとのことのようでありました。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 
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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

番については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４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９、議案第５号農業経営基盤強化促進法に基づく農用

地利用集積計画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号農業経

営基盤強化促進法第 18条第１項の規定により、下記農用地利用集積計画の決定について議

決を求めるものです。先ほどもお話しましたが、これも小作契約からの切替えです。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 1,807 ㎡のうちの 533

㎡。内容は新規です。10ａあたり賃借料が 7,000 円となっておりまして、期間は３年間で

す。小作契約からの切替えです。借受人の小作する農地が 10ａに満たないために３条の申

請ができないため、こちらの農地利用集積計画を利用して契約するということになってお

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。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５号についての調査報告をいたします。議

案第５号１番で調査報告をした申請地の西隣になります。20 日の夕方、借受人に電話で聞

き取りをいたしました。借受人が幼少期の頃から貸付人との小作契約をしておりましたが、

農地転用、震災関係で自分の持ち分の耕作畑がなくなり、この度利用権の設定となりまし

た。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤原重信君） ありがとうございます。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） それでは以上で質疑、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利用集積計画を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５号１番は本委員会において利用集積計画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 16回総会を閉会といたします。 

 

午後２時 58分閉会 
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