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【議 長】 

 おはようございます。今、農家にとって育苗シーズンであるが、皆さんは順調ですか？さて、

ちょうど一年前、新制度にむけた検討会を立ち上げるために先進事例として北上市農業委員会を

呼んで勉強会をしました。その後、定数だとか、農業委員や推進委員の報酬だとかを決めて議会

の条例改正が終わりました。いよいよもって年が明けて公募をかけたわけですが、ひとことで言

うと、思ったより難産でみなさんには大変ご心配をかけました。しかし、みなさんの絶大な支援

のおかげで、新しい体制が出ました。ということで、あとはもう書類整備など事務局に頑張って

もらったら、議会は６月にその定数の決定をすることになります。われわれにとっては、５月、

６月のあと２回の総会を残すのみとなりました。が、もうすぐ終わりだからと言わず、まだやっ

てもいい、と言うくらいの気概であと２カ月を頑張っていただきたいと思います。 

 

では、定刻となりましたので、只今より平成 30年 4月大槌町農業委員会総会を開催いたします。 

 

 只今の出席者数は 14名中 13名で定足数に達しております。 

（本日、1番 佐々木 和之委員より欠席の旨通告がありましたので、報告いたします。） 

 

【議 長】 

 日程第 1 会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。平成 30 年 4月総会の会期は、

本日 1日間といたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

 

異議なしという声あり 

 

 異議なしと認め、会期は、本日 1日間と決定いたしました。 

 

【議 長】 

 日程第 2 議事録署名委員の指名を行います。 

 それでは、私から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

異議なしという声あり 

 

 ご異議ございませんので、2 番 兼澤 福三郎委員さんと 13 番 臼澤 義美委員さんを指名

いたします。 

 

【議 長】 

 日程第 3 諸般の報告を行います。 

 では、事務局、お願いいたします。 

 

≪事務局長≫ 

 今回は特にございません。 

 

【議 長】 

続きまして、日程第 4 議案第 1号 農地法第 3条の規定による許可申請について 番号１を上

程します。 

事務局より議案の説明を願います。 

 

≪事務局≫ 

（以下、議案書を朗読）・・・内容については、別ファイル＜資料 1＞ 議案書の「議案第 1号 番

号 1」をご参照ください。 
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【議 長】 

只今の事務局の説明に関連して、これの立会いに当たられました藤原市之助委員さんの所見を

伺います。 

 

藤原市之助委員所見 

 申請の場所は、新山に行く道路と徳並の方に入る道路とのＹ字型の交差点の近くです。●●さ

んは３年位前からここを耕作してませんで、自分の身体の都合もあり、これからも耕作できない

ということで、●●さんに売り買いの相談をしたようです。●●さんにすれば、今自分が作って

いる所がポンプで水揚げをして耕作しているものだから比較的金のかかる工事ばかりしているの

で、今回の申請地は、水路から水を引き込むだけで水田が作れるので了解をしたようです。また、

現状は、ヨモギが丈１メートルほどの耕作放棄地の状態になっておりますが、ここを田んぼにし

て利用していきたいということですので、私たち（農業委員）の立場からすれば、耕作放棄地が

農地に蘇るのでいいのかな、と判断して見てまいりました。よろしくご審議の程お願いいたしま

す。 

 

【議 長】 

 農地法第 3 条の規定に基づく許可の検討事項について、事務局から補足説明をお願いいたしま

す。 

 

≪事務局≫ 

 ＜資料 2-1＞の「議案第 1号 1 農地法第 3条調査書」をご覧下さい。 

 農地法第 3 条の許可申請の場合には、この調査書の内容を確認の上、許可または不許可の判断

をすることとなっております。 

（以下、調査書を朗読、説明）・・・内容については、別ファイル＜資料 2-1＞ をご参照くださ

い。 

 

 以上のとおり、問題はないという判断になります。 

 

【議 長】 

 それでは、質疑に入ります。只今の地区担当委員、事務局からの説明について、発言のある方

は、挙手願います。 

 

阿部義正委員 

 現状説明の通り、遊休農地の解消、3年前から耕作していないという話の中で、今度、●●さん

が買って水田が 3 年ぶりに蘇るということで結構なことと思いますが、●●さんは田んぼを取得

することによって、水田は面積的にどのくらいになりますか？ 

事務局 

 現在の譲受人の状況で全体面積が 11111 ㎡のうち、畑が 11111 ㎡で田んぼは 11111 ㎡です。こ

こに、今回の売買で 985㎡が加算されますので、田んぼの面積は合計で 11111㎡となります。 

阿部義正委員 

ついでに言えば、現在持っている水田がポンプで金のかかるコメ作りということで、例えば、

ここを購入することにより金のかからない条件の良い田んぼになるために、前作っていたところ

の耕作をやめてしまう、ということはないですか？ 

藤原市之助委員 

 それはないです。 

事務局 

 今回の土地に関しての水利は道路わきの自然水利を引き込むかたちとなります。田んぼに関し

てはポンプアップなどの動力を利用した取水は必要ない所になります。 
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藤原市之助委員 

 ちなみに、ここを購入してもらうことによって私たちと多面的機能が同じ組織の中で一緒に対

応してもらえれば。 

 

【議 長】 

よろしいですか。それでは、採決いたします。 

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

全員賛成 

 

 全員賛成ですので、「許可」として申請者へ交付します。 

 

【議 長】 

続きまして、番号 2を上程します。 

 事務局より議案の説明を願います。 

 

≪事務局≫ 

（以下、議案書を朗読）・・・内容については、別ファイル＜資料 1＞ 議案書の「議案第 1号 番

号 2」をご参照ください。 

 

【議 長】 

只今の事務局の説明に関連して、これの立会いに当たられました北田恭市委員さんの所見を伺

います。 

 

北田恭市委員所見 

 ここの申請地は震災前は 5～8軒の住宅が立ち並んでいたところです。その住宅の下方の四角い

土地が「畑」という地目であったのですが、震災の津波に遭い、原形がなくなるほどの被害を受

けた状態でございました。一応、この境界のところに立木があったことから、大体の図形ができ

たと思われます。実際、現地に行ったときには、既にこの畑の部分に土を盛られておりました。

このため、（申請前に）まだ手を付けてはまずいのではないかと、口頭指導しましたところ、（話

を聞くと）本人は重々承知しており、防潮堤が土地のすぐそばに来ているためどうにもならずに

土を盛ったということでございました。一緒に現地確認をした太田委員とも話をしたところ、（許

可後も）そのまま畑として利用していくということなので良いのではないか、と判断してまいり

ました。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

【議 長】 

 農地法第 3 条の規定に基づく許可の検討事項について、事務局から補足説明をお願いいたしま

す。 

 

≪事務局≫ 

 ＜資料 2-2＞の「議案第 1号 2 農地法第 3条調査書」をご覧下さい。 

 農地法第 3 条の許可申請の場合には、この調査書の内容を確認の上、許可または不許可の判断

をすることとなっております。 

（以下、調査書を朗読、説明）・・・内容については、別ファイル＜資料 2-2＞ をご参照くださ

い。 

 以上のとおり、問題はないという判断になります。 

 

【議 長】 

 それでは、質疑に入ります。只今の地区担当委員、事務局からの説明について、発言のある方
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は、挙手願います。 

 

野﨑重太委員 

 この申請地としてあるエリアの下に３、４軒の家があったが、ここは津波のため家を建てられ

ないということで移転をして土地は町が（防潮堤用地として）購入したと思うが、申請地はそう

いった兼ね合いはどうなのか？この部分だけ防潮堤は建たないということ？  

北田恭市委員 

 いいえ。申請地の手前部分に防潮堤が建ちます。また、野崎委員の言うとおり、ここは「宅地」

としては認められない場所であるが、今回はそのまま「畑」として使用するということなので、

いいのではないかと判断した次第です。 

 

【議 長】 

よろしいですか。それでは、採決いたします。 

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

全員賛成 

 

 全員賛成ですので、「許可」として申請者へ交付します。 

 

【議 長】 

 続きまして、日程第 5 議案第 2号 「平成 29年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・

評価について」 を上程します。 

 事務局より議案の説明を願います。 

 

≪事務局≫ 

  （以下、議案書を朗読） 

 

【議 長】 

 それでは、質疑に入ります。只今の事務局説明について発言のある方は、挙手願います。 

 

   質問、意見なし 

 

よろしいですか。それでは、採決いたします。 

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

  全員賛成 

 

全員賛成ですので、原案のとおり決定いたしました。 

 

決定内容については、大槌町ホームページ 2018 年 5 月 7 日掲載の PDF 資料「平成 29 年度の目標

及びその達成に向けた活動の点検・評価」をご参照ください。 

 

 

【議 長】 

続きまして、日程第 6 議案第 3 号 「平成 30年度の目標及びその達成に向けた活動計画につ

いて」 を上程します。 

 事務局より議案の説明を願います。 

 

≪事務局≫ 
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  （以下、議案書を朗読） 

 

【議 長】 

 それでは、質疑に入ります。只今の事務局説明について発言のある方は、挙手願います。 

 

※※※  以下、今後の遊休農地・耕作放棄地について意見交換がありました。  ※※※ 

 

議 長 

 危惧していることがあります。例えば上亰地区はわりと面積がまとまっている農家の人でも離

農傾向が進んでいるわけだ。近い将来の自分のところも含めて、遊休農地や耕作放棄地をどうし

ていくかが課題だ。 

阿部義正委員 

 今の議長の話に関連して、まもなく仮設住宅が撤去されるが、その後の農地のどう活用してい

くかということも課題のひとつではないかと思っている。 

議 長 

 まったくその通りです。自分が会長に就任したばかりの頃の情報を振り返ってみると、仮設住

宅がはいったところは、耕作していたところに建てたのではなく、既に耕作放棄地とか原野状態

のところに入ったわけです。だからおそらくわれわれ農業委員会単独ではどうこうできる話では

ないので、町の農林課も一緒になってくれれば。しかも、面積がまとまった農地だからね。あれ

をもともとの（耕作放棄地や原野）状態から耕地型に復旧した場合、本当に全部（農地として）

消化できるのか心配だ。なので、町自体でも何か真剣な活用方法を考えていかねばならないと思

う。もちろん我々も一緒に考えていかねばならないことだが。3 年経てば柳は 1 ㍍に、10 年経て

ば 10㍍になるからね。そうなるのが目に見えます。本当に厳しいことだと思う。あわせて他の市

町村でも大きな問題になっているが、「耕地にして戻す」ということは、ただ平らにして戻すだけ

ではないということ。農家が考える耕地と国（行政）が平らにして戻すという耕地とのイメージ

の違いがあります。百姓が考える「耕地に戻す」というのはトラクターをかけると（トラクター

の）爪が折れてしまうような硬い土地のことを言うのではない。そのような復旧となっては身も

蓋もないので、そこまで考えた復旧、また今後の仮設住宅の在り方をわれわれ農業委員会はもち

ろん、農林課も考えていっていただきたい。 

阿部義正委員 

 柾内の産業集積地の仮設を撤去して、あれは表土範囲だったかと思うが半分くらい戻して残り

は更地状態になっているが、最終的にどうするのか？ 

事務局 

 基本的には原形復旧するので、例えばそれが荒廃農地であっても地目が「田」であれば、当然、

黒土入れて戻すことになります。しかし仮に土地所有者が「これから先は耕作しない」というこ

とであれば、無理にそこを耕地に戻す必要はないので、砕石を敷いたまま返すことになります。

ただそうすると今度は地目が「田」のままなので、転用の手続きが出てくると思います。 

議 長 

 ということは、地権者の意向によるということだね。 

事務局 

 はい。これからの応急仮設住宅の跡地をどうするのかは、地権者がその土地をその後どう使っ

てくかによって変わってきます。農業委員会としては、今年度から「遊休農地解消」に向けてど

う進めていくかが課題です。いずれ耕作する人にあたりを付けて意向をうかがい、「ここを耕地と

して使う」という約束のもとで土地を整備し返却するというように、（返却の）タイミングを計っ

ていかないといけないかと。 

 自分も子どもたちも耕作しないということであれば、仮設撤去後に「田畑」に戻してほしいと

は言わないためにそこは更地状態になると思うんですよね。だからこそ、地権者に土地が戻るタ

イミングとそこの土地を地域だったり大槌町が考えていくタイミングをうまく合わせていかない

と。対応が遅れると手遅れになってしまう可能性があります。せっかくの耕作地を守っていくた
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めに、町はもちろん地域でもどう使っていくか考えなくてはならないと思います。ちょうど国の

ほうでも今年度は、農地パトロールをして耕作地をリスト化したものを中間管理機構に情報提供

し、それをもとに中間管理機構が受け手を探す、という流れになりました。また、3年以上放置し

ても耕作不能地だった場合は、農業委員会から地権者に対して地目変更の通達を出さなくてはな

らないことになります。 

減反政策もあって国自体も生産調整が外れた代わりに、「農地を守る」という縛りができました。

中間管理機構にその土地を管理させて、新しい担い手に土地を引き渡して行こうという流れにな

ってますので、そこは、他の先行地域の事例を研究しながら、われわれも今後の耕地について考

えていかなければならないと思っています。 

  

【議 長】 

よろしいですか。それでは、採決いたします。 

原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

  全員賛成 

 

全員賛成ですので、原案のとおり決定いたしました。 

 

決定内容については、大槌町ホームページ 2018 年 5 月 7 日掲載の PDF 資料「平成 30 年度の目標

及びその達成に向けた活動計画」をご参照ください。 

 

 

【議 長】 

 本日の議案は、以上です。 

 その他として、何かありますか。 

 

≪事務局≫ 

 5 月の現地調査は 17日（木）の午前中を予定してまして、統括として 9 番 阿部トヨ子委員さ

んを指名いたします。 

 都合が合わない場合は、申し出願います。現地調査の時間割については、後日（5 月 10日）事

務局から連絡が入りますので、お願いします。 

  

 

【議 長】 

以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これをもって、本日の会議を閉じ、農業委員会 4月総会を閉会いたします。ご苦労様でした。     

10時 50分終了 

 

 

 

 

 

 

 


