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第 15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 12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  議案第１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５  議案第２号  農地法の適用外であることの証明願について 

日程第６  議案第３号  農地に該当するか否かの判断について 

 日程第７  議案第４号  大船渡農業地域振興整備計画の変更について 

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 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）  

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 15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。去る 12月１日に住田町で女性委員の研

修会が、そして 12 月 17 日にはリアスホールにてオンラインで岩手県農業会議主催の農地

集積、集約化についての研修会が開催されました。いずれも今後に活かせる情報を得るの

に良い研修会であったと思います。ご出席の皆様、大変ご苦労さまでした。 

 さて、今年も今日を含めて残り５日であります。農業委員会の総会も今年最後の総会に

なります。慎重ご審議のほどを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９名、推進委員は 10名全員であります。 

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 14 回総会以降の経過報告です。11 月 30 日に令和

３年度第２回大船渡市農業振興対策協議会が開催されました。会長は都合により欠席をし

ておりますが、細谷農業委員と及川農業委員が農業者団体代表として出席をしております。

12 月１日の令和３年度気仙地域女性農業委員・推進委員研修会に女性農業委員並びに推進

委員等６名が参加しております。その中で、熊谷職務代理者が当農業委員会の女性農業委

員活動について事例発表を行なっております。同じく、12 月１日に令和３年度農業者年金

加入促進セミナーが YouTube 配信されており、視聴しております。12 月２日の令和３年度

全国農業委員会会長代表者集会が東京で開催され、YouTube 配信を視聴しております。12

月７日の令和３年度北海道・東北ブロック女性農業委員・農地利用最適化推進委員研修会

に女性農業委員等５名が参加しております。12 月 13 日の令和３年度女性の農業委員会会

長・会長職務代理者会議に熊谷職務代理者がオンラインで参加しております。12月 17日の

令和３年度市町村農業委員会会長職務代理者・部会長等研修会に 11名がオンライン参加し

ております。 

次に本日の総会以降の行事予定であります。１月４日の令和４年大船渡市新年交賀会に

は藤原会長が出席する予定です。次回第 16 回総会は１月 27 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 
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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、７番鈴木力男農

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、これを受理したので、本委員会に報

告いたします。 

 番号１番、登記地目は田、現況地目は雑種地、面積は 456 ㎡。権利を取得した事由は時

効取得。これ、ちょっとご説明いたしますと、時効取得といいますのは、この場合は土地

ですけれども、瑕疵がない時は 10 年間、瑕疵がある場合であっても 20 年間、平穏に使い

続けていれば、使っていた人の名義に変更することができるというものであります。今回

の届出人と登記義務者は本家、別家の関係だそうです。いつかの時点で、ここの土地は届

出人の土地だよという取り決めをしたんだけれども、それが登記にはなっていなくて登記

義務者名義になっていたと。そして今回ですね、農地を登記名義人でない人に使わせるた

めには３条の許可が必要なのに、それをしていませんでしたから、これは瑕疵がある場合

ということに判断されます。瑕疵がある場合なので、20 年以上平穏に使用していたため時

効が成立をして、時効取得ということに今回なりました。後の方で適用外証明も出てきて、

この登記義務者の名前も後に出てきますけれども、その近くの土地になります。続きまし

て２番、登記地目は田、畑、山林及び宅地、現況地目が雑種地及び畑です。面積はあわせ

て 7,617.46㎡。相続による権利の取得です。12月２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。番号３番、登記地目は畑及び田、現況地目は畑、雑種地及び田、

面積は 9,544 ㎡。相続による権利の取得です。11 月 11 日届出、同日受理です。次に４番、

登記地目は畑及び田、現況地目は畑、面積はあわせて 5,946 ㎡。相続による権利の取得で

す。12月 10日届出、同日受理でございます。以上でございます。 

○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） 
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○議長（藤原重信君） 次に日程第４、議案第１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４ページをお開きください。議案第１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１ページです。登記地目は田、現況地目は畑、面積は 17㎡。売買によ

る権利の移動です。転用目的は一般個人住宅です。地図にもありますが、一体で利用する

雑種地と一緒に宅地にします。転用目的・施設は居宅２階建１棟 85.70 ㎡、駐車場２台。

総面積は 230 ㎡です。転用理由ですが、現在、借家住まいにつき、当該地と隣接地（雑種

地）を取得し、自己所有の居宅を建築したいというものです。こちらは第１種低層住居専

用地域に指定されております。そのため第３種農地ですので立地基準を満たしており、住

宅ローン事前審査結果通知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。次に番号２番、地図の２ページです。登記地目、現況地目とも

に田、面積は 2,031 ㎡。売買による権利の移転。転用目的は一般個人住宅です。７区画の

宅地が 1,769.10㎡、道路 370.61㎡、歩道 20.71㎡。総面積は 2,160.42㎡です。転用理由

ですが、これも地図に隣接地があります。隣接地２筆（雑種地）とあわせて道路及び７区

画の住宅用地として整備し、建築条件付き売買予定地としたいということです。今日お手

元にお配りした資料に、建築条件付売買予定地に係る農地転用許可関係事務取扱要領とい

うものをお配りしております。ちょっと説明させていただきます。本来、この転用はです

ね、宅地の造成のみというのは認められないということになっております。ただ、ここで

建築条件付売買予定地の場合には特例があるということですので、見ていただきたいと思

います。要領の１ページ目の下の方、３番、建築売買予定地に係る農地転用許可の取扱い

と書いてありますが、建築条件付売買予定地とするため農地転用許可を得ようとする場合

であって、次の条件をすべて満たすことが確実と認められる時には、当該土地は宅地造成

のみを目的とするものに該当しないものとして取り扱うものとするとされています。その

条件の一つ目ですが、当該土地について農地転用事業者と土地購入者とが売買契約を締結

し、当該農地転用事業者又は当該農地転用事業者が指定する建設業者と土地購入者とが当

該土地に建設する住宅について一定期間内、概ね３月以内に建築請負契約を締結すること

を約束するというのが一つ目の条件です。（２）は、この建築請負契約が締結されなかった

場合には売買契約が解除されるということ。そして、（３）として、農地転用事業者は、こ

の当該土地のすべてが販売することができなかった場合は、販売することができなかった

土地に自ら住宅を建築することというのが条件です。それから、１枚開いていただいて、

中頃の４番の（２）のところなんですが、当該申請書には次の書類を添付するものとする

と書いてありますが、これの３行目、当該事業を実施するために必要な資力及び信用があ

ることを証する書面等、かっこ書きで３の（３）、さっきのところですね、販売することが 
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できなかった場合は自ら住宅を建築するということが条件になります。３の（３）の状況

となった場合において必要となるものを含むということですので、この場合は最大限、今

回７区画ですけれども、７区画が全然売れなかった場合には、７区画に全部自分で住宅を

建築するということで、そのために必要な資金、これを算出するために必要な標準的な建

築費用というのが提出されておりまして、その金額かける７区画分の資金を上乗せして、

敷地造成したり、土地造成したりする費用の外に７棟の標準的な住宅を建築する費用、資

金があるということを残高証明で確認しております。その場合、３番の（１）から（３）、

それから４番の条件を満たすということになります。その他に、４番の（３）では、実績

がある場合はこの残高証明を取らなくてもいいということが書いてありますし、実はこち

らの今回の２ページの土地に至るまで、手前に田んぼがありますが、これが今、全部住宅

が建っておりまして、この同じ会社がやっているものなんです。この同じ会社がここにや

っぱり同じように宅地分譲するということで許可を得て９区画造ったんですが、すべて売

れていますから、実際には実績もあるということです。ただ、今回は残高証明で資金全部

をクリアできるということだったので、残高証明を出して申請していただいております。

そういうような条件を満たせば、敷地造成だけの転用が認められるということになってお

りますので、今回はこれに該当いたします。更に、こちらは第１種低層住宅専用地域のた

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、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１号１番と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） 推進委員の金です。議案第１号１番につき

まして、12月 19日に現地調査、20日に聞き取り調査をいたしましたので報告いたします。

申請地は、登記地目は田ですが、現況は盛土された休耕畑です。周辺の状況は、北側に譲

渡人所有の１戸建ての貸家がありますし、東側は昨年 10月に審議した宅地造成地、西側は

個人住宅地、南側は学校になっております。譲渡人の代理人から話を聞きましたが、隣地

の宅地造成工事に伴い、これまで当該地は法面でしたが、分譲工事で盛土され一体の土地

になり、今後、土地を利用する予定がないので売却するとのことでした。一方、譲受人か

ら聞き取りましたが、転用目的、理由のとおり、自己所有の居宅を建築する予定とのこと

でした。周辺農地に与える影響はないものと判断いたしました。 

 議案第１号２番につきまして、12月 20日に現地調査及び聞き取り調査を行いましたので

報告をいたします。申請地は、登記地目は田ですが、現況は盛土された牧草地になってお

ります。周辺の状況は、北側は譲渡人所有の牧草地、東側は住宅地や家庭菜園用の畑、南

側は最近造成された住宅地、西側は住宅地になっております。譲渡人から話を聞きました

が、周辺土地の宅地化が進み、登記地目は田ですが、盛土し牧草畑として保全管理をして 
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おりました。近年、隣地の宅地造成が進み、地図では申請地の下一帯で、同じ業者が住宅

地として分譲を計画しており、売却をすることにしたとのことでした。北側の牧草地も将

来的には分譲を予定しているとのことでした。譲受人への聞き取りですが、実際の工事を

行う関係会社の担当者から話を聞きました。転用理由のとおり、７区画の住宅用地に整備

し分譲を予定しているとのことでした。条件付売買予定地については先ほどの事務局から

の説明のとおりです。周辺農地への影響は、付近は住宅化が進んでおり、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） 次に議案第１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１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１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４、議案第２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５ページをお開きください。議案第２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きます。 

 番号１番、地図の３ページです。先ほどお話しした時効取得の届出があったところが、

この今回の当該地１筆の下の方の畑になります。番号１番、登記地目はいずれも畑、現況

地目は、１筆は山林、１筆は墓地です。面積はあわせて 318 ㎡。非農地の事由ですが、１

筆は 30年以上前から、傾斜地で耕作には不適当なため、山林として利用され現在に至って

おります。もう１筆は、以前より隣接する土地（墓地）と一体化した墓地として利用され

現在に至っております。長年、山林・墓地として利用されてきており、登記簿地目も農地 
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でないと考えていたためということです。この墓地について確認してまいりましたが、比

較的新しい墓が二つ建っているんですが、その新しい方の裏側に、昭和 39年、誰それがこ

れを建てるというふうに記されておりましたので、39 年から墓地の状態であったと推測さ

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２号１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番について報告

をいたします。調査は 12 月 20 日、所有者からの聞き取りと現地の確認を行いました。現

地の状況は、申請地の１筆は山林、もう１筆は所有者の家の墓地となっております。次に、

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、１筆は傾斜地で耕作に

は適していなかったため、30 年以上前から山林として利用してきており、また、もう１筆

は隣接する土地と一体化した所有者の家の墓地として現在に至っているとのことでした。

この度、先ほど第１号の１番で報告されたような事案があったことから、他の所有地につ

いても確認を行なったところ、当該地の手続きが必要と判明したため、申請に至ったとの

ことでした。なお、申請地の東側は山林、南側は草刈管理された休耕畑、北側と西側は先

ほどの報告第１号の１番のとおり申請者から所有者が変更になった農地で、一部耕作され

てはいますが、現状が変更されることはありませんので、申請地が適用外となることによ

って周辺に与える影響は特にないものと思われます。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２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） 次に日程第６、議案第３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６ページをお開きください。議案第３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添土地について、

本会で判断するため審議決定していただきます。 

 ７ページをお開きください。今回の非農地リストは 13 筆、2,834 ㎡です。地図は４ペー

ジです。ただし、ちょっと訂正がございます。４ページの地図を見ていただきたいんです 
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が、左側から２番目あたりに地番が表示されてございますが、大変申し訳ございません。

この土地は表示する必要のないものが表示されております。ここは既に登記地目も山林で

すので、表示する必要はありませんでしたが、誤って表示してしまいました。大変申し訳

ございません。12 ページに写真がございますが、写真の方にも下の左側に表示がございま

すが、これも不必要でしたので、その地番は削除していただきたいと思います。今、見て

いただいたとおりでございまして、このような状況でございます。以上です。 

○議長（藤原重信君） 次に議案第３号について 10 番、私、藤原から説明をいたします。 

所有者さんからも今後の活用についてお聞きしたところであります。農地の周辺が山林

化したこと、日当たりが悪くなったこと、そして、ご本人の健康上のことなどで耕作を諦

めて 15年ほどになるということでした。山林なり雑種地なり、現況の地目に変更したいの

で、手続きをお願いできないかとの申し出があり、事務局と 12 月 17 日、再度現地を確認

し、農地としての活用は難しいものと判断したところであります。ご審議のほどよろしく

お願いを申し上げます。以上であります。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第３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３号に

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） 次に日程第７、議案第４号大船渡農業振興地域整備計画の農用地

利用計画の変更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する

訳でありますが、農林課の吉田主任に出席をいただいておりますので、事務局説明の後に

農林課の吉田主任から、今回の農用地利用計画の変更に係る経緯を含めて説明をお願いし

ます。 

○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４号大

船渡農業振興地域整備計画の農用地利用計画の変更について。農業振興地域の整備に関す

る法律第８条第１項の規定に基づいて定めた大船渡農業振興地域整備計画のうち農用地利

用計画を別紙のとおり変更することについて、同法施行規則第３条の２の規定により大船

渡市長から意見を求められましたので、本委員会の会議に付し意見を決定するものでござ

います。 

 ９ページには市長からの意見を求められた文書が掲載してございます。10ページをお開 
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きください。今回の農用地区域からの除外一覧です。私からは、地図についてご説明いた

します。１番から７番までございます。１番、地図の５ページです。２番、地図の６ペー

ジ。３番、地図の７ページ。４番、地図の８ページ。５番、地図の９ページ。６番、地図

の 10 ページ。７番、地図の 11 ページです。詳しくは農林課の吉田主任からご説明をお願

いいたします。 

○議長（藤原重信君） 説明願います。 

○農林課農政係主任（吉田真央君） 農林課の吉田です。議案第４号大船渡農業振興地域

整備計画のうち農用地利用計画の変更案件についてご説明いたします。それでは、10 ペー

ジをお開きください。令和３年度の農用地区域からの除外申請、いわゆる農振除外の手続

きについては、昨年度までの申請件数等を鑑みて年に一度の受付とし、８月２日から 13日

までの期間で行いました。その結果、10 ページのとおり、７件の申し出がありました。申

請概要は、資材倉庫及び駐車場整備案件が２件、資材置場及び物置建築案件が１件、一般

個人住宅建設案件が２件、駐車場転用案件が１件、パークゴルフ場用地増設案件が１件で

ありました。今回の申請を受け、９ページのとおり市長から農業委員会に対して意見書の

提出を求める文書の提出をしております。 

 10 ページをお戻りください。こちらに従い、それぞれの案件を説明いたします。１番、

面積は 780 ㎡のうち 335 ㎡。登記地目及び現況地目は畑。除外理由は一般個人住宅建設の

ためです。２番、面積は２筆合計で 351 ㎡。登記地目は畑、現況地目は雑種地。除外理由

は資材倉庫及び駐車場整備のためです。なお、以前に整備した経緯があり、当時整備した

倉庫の土台が既にあることから、申請者から顛末書をいただいた上で除外申請したもので

す。３番、面積は 395 ㎡。登記地目は田、現況地目では畑となっておりますが、休耕畑で

す。除外理由は一般個人住宅建設のためです。４番、面積は 807 ㎡。登記地目及び現況地

目は畑。所有者は既に亡くなられているため、相続人の一人が代表として申請しています。

除外理由は駐車場整備のためです。５番、面積は２筆合計で 2,031 ㎡。登記地目は、１筆

は田、もう１筆は畑、現況地目はともに畑。除外理由はパークゴルフ場増設用地整備のた

めです。なお、パークゴルフ場用地施設分と合算すると１ha を超えますが、施設分の農振

除外から３年以上経過していることから、土地の開発許可申請が不要になります。６番、

面積は 1,258 ㎡。登記地目は畑、現況地目は雑種地。利用目的は資材置場及び物置整備の

ためです。なお、令和２年４月に資材置場とし、その後、農地利用最適化推進委員の指導

を受け、農振農用地として許可を受けているものになります。７番、面積は 419 ㎡。登記

地目及び現況地目は畑。除外理由は資材置場及び駐車場整備のためです。以上の案件です。

なお、これらの案件については、県と事前協議済みであり、異論なしと回答いただいてお

りますことを申し添えます。また、全案件、隣接する農地所有者からの同意書も提出され

ております。以上で説明を終わります。 

○議長（藤原重信君） 次に担当地区の農業委員及び推進委員から申請地の現況について 
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説明をお願いします。初めに議案第４号１番について審議いたします。なお、この案件は

９番熊谷玲子農業委員が関係する案件であることから、熊谷農業委員さんには退席をお願

いします。 

（９番 熊谷玲子君除斥） 

○議長（藤原重信君） 議案第４号１番について大船渡地区末崎地域尾形キヨシ推進委員

から説明をお願いします。 

○大船渡地区末崎地域推進委員（尾形キヨシ君） 推進委員の尾形です。農用地区域除外

１番について、調査報告をいたします。地図の５ページをご覧ください。21 日、所有者の

妻に聞き取りをいたしました。その後、現地確認をしました。申請地は、所有者の妻が３

年ほど前まで、ビニールハウス２棟で花卉栽培をしておりましたが、海の仕事もあり、体

力的に仕事についていけなくなり、ビニールハウスを解体し、現在は更地になっており、

この度、次女がこの土地に家を建てたいということで今回の申請に至ったそうです。申請

地の東側と北側は住宅地で、西側は休耕畑、南側には耕作している畑はありますが、申請

地より離れており、影響はないものと思われます。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の意見を異議なし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番について本委員会の意見を異議なしとすることに決定いたしま

した。 

○議長（藤原重信君） ここで熊谷玲子農業委員さんの着席をお願いします。 

○議長（藤原重信君） 熊谷玲子農業委員に報告をします。議案第４号１番について本委

員会において異議なし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４号２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。現況は斜面が急な畑でしたが、震災後に擁壁を造

り、約 10ｍほどの高さなんですけれども、造って、平坦な場所になっていますが、農地と

しての利用は困難と思われます。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 
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番について本委員会の意見を異議なし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２番については本委員会の意見を異議なし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４号３番について 10番、私、藤原から説明をいたしま

す。 

現況は田、維持管理している状況であります。所有地、農地ですが、すぐ上がご実家に

なっております。現在、空家になっていて、所有者が今まで周辺の維持管理をしていたこ

とから、今回、子供たちの応援もあり、実家の近くに居宅を建てて農地を復元、周辺の維

持管理を続けていきたいので、こちらに住むことにしたいんですとのことでした。よろし

くお願いしますということでお願いされてまいりました。どうぞ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異議なし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３番については本委員会の意見を異議なし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４号４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４号４番についてご報告いたします。地図

８ページの網掛けの部分の左上の地図には、市指定の天然記念物があります。この下に申

請者の先祖代々のお墓があります。現在では墓石が侵され不安定になっており、市に相談

したところ、お墓を少し移転しても良いという方向でまとまり、今回の申請に至りました

とのことです。現在は草刈りにより保全管理がなされていますが、お墓を移し、残りを駐

車場として使用したいということでした。よろしくお願いいたします。以上です。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） すみません。 

○議長（藤原重信君） 補佐、お願いします。 

○事務局長補佐（鈴木康司君） 事務局から若干補足いたします。今回のこの駐車場とい

うことですが、これは市の指定文化財を見に来た人たちが、そこに車を止めて天然記念物

を見学する。そのための駐車場になりますので補足いたします。 

○議長（藤原重信君） よろしいですね。それでは議案第４号４番につきまして質疑、意 
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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４

番について本委員会の意見を異議なし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４番は本委員会の意見を異議なし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４号５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５番に

ついて、調査報告いたします。12月 21日午後１時頃、現地を視察し、申請者から直接お話

しを伺いしました。このゴルフ場は平成 22 年から申請者が実家側の山林を個人で伐採し、

少しずつ整地してオープンしています。今回申請された土地は、そのゴルフ場の下に位置

し、一部に長屋などの建物、田、畑、山林がありましたが、平成５年の米の大凶作をきっ

かけに耕作はやめていたそうです。その後、ゴルフ場の整備にあたって、その農地の整備

を進めてきましたが、諸般の事情で今回の申請となったようです。既に隣接する農地はな

く、近隣の住民にも了解を得ているということですので、特に問題はないものと思われま

す。以上です。よろしくお願いします。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第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の意見を異議なし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５番については本委員会の意見を異議なし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４号６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４号６番についてご報告いたします。申請

地は１月の総会で報告し、一時転用が認められていたところです。ですが、今後も農地と

して利用する方向が見えず、漁業用資材置場として利用していきたいということで今回の

申請になりました。よろしくお願いします。以上です。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第４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。 
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（「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をいたします。議案第４号 

６番について本委員会の意見を異議なし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６番については本委員会の意見を異議なし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４号７番について８番及川建則の農業委員から説明を

お願いします。 

○８番（及川建則君） ８番及川です。議案第４号７番につきましてご説明いたします。

12 月 24 日午前 10 時頃現地を確認、そして、所有者さんに話を聞きました。そして、実際

に申請地を使用する親戚の方にも今後の使用について聞きました。所有者さんが耕作しな

くなり雑種地状態のため、親戚の方が駐車場と漁業用資材置場に使用したいと所有者さん

にもちかけ、今回の申請に至ったということです。周りは住宅に囲まれていますが、何の

影響もないと思われます。以上です。 

○議長（藤原重信君） それでは議案第４号７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７

番について本委員会において異議なし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７番については本委員会の意見を異議なしとすることに決定いた

しました。 

 ここで農林課の吉田主任は退席をいたします。大変ありがとうございしました。 

○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 15回総会を閉会といたします。 

 

午後３時 01分閉会 
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