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総 会 開 催 結 果 

 

作成日：平成 30 年 9 月 28 日 

１ 総会名 平成 30 年９月 大槌町農業委員会定例総会 

２ 開催日時 平成 30 年９月 26 日（水） 午前 10 時 00 分 

３ 開催場所 大槌町役場３階 中会議室 

４ 出席者の 

  状況 

 

○：出席 

×：欠席 

農 業 委 員 

議席番号 役   職 氏   名 出欠 

８ 会長 佐々木 重吾 ○ 

７ 会長職務代理者 阿部 義正 ○ 

１  三浦 英俊 ○ 

２  阿部 成子 ○ 

３  北田 和紀 ○ 

５  藤原 長英 ○ 

６  兼澤 修悟 × 

農地利用最適化推進委員 

担当地域 氏   名 出欠 

金沢 
三浦 幸保 × 

阿部 美智子 ○ 

小鎚 
藤原 市之助 ○ 

川﨑 郷泉 ○ 

上亰・町方・吉里吉里・浪板 
佐々木 和之 ○ 

三浦 茂男 ○ 

５ 議 事  付議 承認 

 報 告 平成 30 年度第１回上閉伊地方農業委員会連絡会について   

   

議 案 農地法適用外証明願について ２ ２ 

   

６その他 ・10 月の予定（現地調査・総会日程について） 

・今後の研修会について 

・平成 30年度農地利用最適化活動計画案について 

・平成 30年度活動報告書の記入と提出のお願い 

・農地パトロールの実施について 
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総 会 議 事 録 

 

議  長 

 

 どうもお疲れさまです。まあ、本当はこんな時は、田んぼに行きたいとこ

ろですけれども会議です。よろしくお願いしたいと思います。 

 稲刈りもやっと始まって、今年の秋の仕上げとなりますが、豊かな出来を

期待したいと思います。ちなみに最近ちょっと農協の方からの話が入ったの

は、大槌だけではないんだけれども上閉伊地域で今年のピーマンの売り上げ

が（数日前に）１億を超えたらしいとのことでした。単価が今年は例年より

高かったこと、また、生産量も昨年の 1.5倍くらいに上がったことで売り上

げが昨年の倍くらいになりました。そこに、大槌が非常に貢献しているとの

事で、なかなか嬉しいニュースであるな、と感じています。 

 

 

【開会 午前 10時】 

では、定刻となりましたので、只今より平成 30 年９月大槌町農業委員会総

会を開催いたします。 

 

本日の農業委員の出席状況を報告いたします。委員の定数７名のうち６名の

出席で過半数に達しておりますので、本日の総会は成立しておりますことを

報告いたします。 

（本日、６番 兼澤修悟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。） 

 

【日程第１「会期の決定」】 

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

９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。 

 

 

【日程第２「議事録署名委員の指名」】 

日程第２ 議事録署名委員の指名を行います。 

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、１番 三浦英俊委員と２番 阿部成子委員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。 
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【日程第３「諸般の報告」】 

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 ◎以下を朗読 

平成 30年度農業委員・農地利用最適化推進委員ブロック別研修会 

 日 時：平成 30年９月５日（水） 

 場 所：リアスホール マルチスペース（大船渡市） 

 出席者：【農業委員】 

     阿部成子委員、北田和紀委員、藤原長英委員 

     【農地利用最適化推進委員】 

     三浦幸保委員、阿部美智子委員、藤原市之助委員、 

     川﨑郷泉委員 

 

 

議  長 

 

【日程第４「議案第 14号 農地法の適用外証明願いについて」】 

続きまして、日程第４ 議案第 14 号「農地法の適用外証明願い」について

番号 13を上程します。事務局より議案の朗読と説明を願います。 

 

事務局長  ※議案書を朗読 

 

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

推進委員、川﨑郷泉推進委員から所見を伺います。お願いします。 

 

藤原市之助推進 

委員 

概要については、事務局が説明したとおりです。 

この仮設をつくる前は、図面にありますように■■■■■という個人の野球

場の一角でした。ほとんどここで耕作したという記憶がありません。だいぶ

前には、（図面中に）「グラウンド」と書かれている所の道路寄りのほうで、

●●●さんが借りてワサビを作ってやったという話ですけれども、水温が高

いために成功しないで終わってしまったというような場所です。 

また、（申請者）ご本人も、ここに立ち会いに来るのに「ラクーター（電動

車いす）」で来るような状態で、高齢というまったくその通りでした。また、

息子さんはもっと体調が悪くてどこかの施設にいるということです。お孫さ

んも、おそらく農業をやれる現状ではないと思います。２年前の台風災害の

時にここの仮設が水浸しとなって（住民が）避難したという場所で、ポンプ

で水をくみ上げる水槽のような大きな物が連なっていて、仮設撤去後は現状

にして返すということが町との約束ですが（耕作は難しいと思われるため）

証明しても問題ないと思います。 

以上、ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議  長 農地法の適用外証明願いに基づく証明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。 

 

事務局長 農地法の適用外証明の中の「法令により転用制限の例外とされており、農地

統制の適用を受けないで、農地又は採草放牧地以外のものになっている土

地」に該当すると判断されますので、証明をしても問題ないと思われます。 
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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 ここの仮設はもう撤去されたの？ 

 

事務局 いいえ。まだです。 

 

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、原案のとおり「相当」として「農地法の適用外証明願い

に係る現地確認書」の（写し）を沿岸広域振興局へ送付いたします。 

 

続きまして、番号 14を上程します。 

事務局より議案の朗読と説明を願います。 

 

事務局長 ※議案書を朗読 

 

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

推進委員、川﨑郷泉推進委員から所見を伺います。 

 

藤原市之助推進 

委員 

申請者本人が勤めのため立会いに来れないので、親戚の方が立ち会ってくれ

ました。ここを耕作していたという記憶が最近では全くありません。 

雑草が生い茂るような所だったんですけれども震災によって仮設を建てる

ために砂利を敷いて今の状態になっているようです。 

本人が立ち会いにも来れないくらい勤務が忙しいものですから、農業は無理

だと思います。この建設会社の駐車場・資材置場に利用したいとのことで、

今、道路のほとりに資材を置いてフォークリフトで出し入れをしている状況

です。申請地が資材置場になった方が道路のところに置くよりも安全なのか

なと思っています。 

まあ、農地として使うことが不可能でも、それはそれでしょうがないと思っ

て見てまいりました。よろしくご審議をお願いします。 

 

議  長 農地法の適用外証明願いに基づく証明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。 

 

事務局長 農地法の適用外証明の中の「法令により転用制限の例外とされており、農地

統制の適用を受けないで、農地又は採草放牧地以外のものになっている土

地」に該当すると判断されますので、証明をしても問題ないと思われます。 

 

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 （議案書の）備考や説明の通り、仮設建設の場合は農地転用が不要という話

で、まあこれは事実なんですけれども、地目の中で田んぼだったのが（現況

が）「雑種地」と「宅地」とに分かれているんですが、この「宅地」はどう



5 

 

いう経緯でそういった表記となっているのか。 

 

事務局長 はい。「雑種地」については、応急仮設住宅の駐車場に相当する部分、まあ

砕石を敷いている所なんですが。 

また、「宅地」に関しては、３棟の仮設住宅が建っている場所となっていま

す。現況ですので。 

 

阿部義正委員 ただ、表記を「宅地」としたということね。 

 

事務局長 そういうことです。 

先ほどの番号１３に関しましては、藤原市之助推進委員が仰るとおりに仮設

住宅から外れたところの堤防の際のところに雨水排水用のポンプ３機を埋

蔵しているエリアで、建物ではなく装置だったので「雑種地」という見立て

でしたが、こっちの場合はすでに仮設住宅が建っている場所が該当する土地

だということで、そこの部分は「宅地」という表記とさせていただきました。 

 

阿部義正委員 じゃあ、将来的に仮設が撤去されれば、「雑種地」ということになるんだね？ 

 

事務局長 はい。その可能性になります。 

また、現況とすれば、町道を挟んで反対側のところに機材や材料を置いてい

ましたので、恐らくそれが作業場と地続きになるということを、ある程度想

定しているのではないかと思います。 

 

川﨑郷泉推進委員 町道の道路の反対側に資材さ置いてあるんです。だから資材をフォークで反

対側さ運んだりなんかする時に、あそこを通る車は大変不便を感じる時があ

りました。だからこちら側になれば、車で通る人は気にしなくていいのかな、

と言う感じで見てきました。 

 

議  長 いずれ、仮設住宅を「雑種地」にしていくという話だけれども。この前ちょ

っとうちの方の農地中間管理事業のことで農業公社の人たちと話をした時

に、結局、地域集積協力金などの制度を使おうとすると、（農地）全体の面

積の何十パーセントと言うように分母が大きいとなかなか制度の適用にな

んないということがあって、極端な話、公社の方からも実際に使われていな

いところについては、（農地から）外して行った方が良いということでした。

正直な話。結局、耕作放棄地なり遊休農地なり、その分母を減らしていかな

いと、そういう制度を利用しようとしてもなかなか利用できない。で、それ

は本当に使っている農地なのかというと、例えば、うちの方だと使われてい

ない桑畑があったりだとか、山の方に昔からある畑だとかそのまま農地にな

っているところがあって、それが分母になってしまうわけで。そういうこと

をしてるとせっかくある制度が使えない、ということになるので外して行っ

た方がいいだなと言う話をされていたので。まあ、参考までに。 

そういう意味では、恐らく前の例（適用外番号１３）もそうだけど、農地と

して利用されることがほとんどないということだと、まあ、より積極的に外

していったほうが本当はいいのかな、と言う気がします。参考までに。 

ほかにはないですか？ 

 

北田和紀委員 ここの仮設はいつ撤去されるの？ 
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藤原市之助推進 

委員 

仮設は３棟あるんですが、１軒しか入ってないです。だからいつ撤去になる

のかなと思って見てきましたけど。 

 

阿部義正委員 来年の３月までだったかな。 

 

三浦茂男推進委員 場所によっては解体してるところもあるからね。 

 

議  長 うちの向かい辺りは、もう入り始めた。 

 

三浦茂男推進委員 今、あの、、、分母数が・・・とかの話ね。俺もまったくその通りだと思う。

表向き格好よく考えて、大槌の場合はもともと原野状態の農地だった所を仮

設にしたわけだ。他の市町村みたいにさ、もともと田んぼだった所を埋めて

仮設に直す、の場合が記憶にないんだな。全部原野状態と。それをまた、農

地に戻せば、今言ったような問題が出てくるんです。何すっぺしても。 

しかも、わりかし今から、特に上亰の方さいくと面積の大きい所が残ってい

るんです。その辺が、そっちの方向（農地から外す）で行った方がいいんじ

ゃないか、と俺は思う。 

というのは、５反歩、６反歩もヘクタール単位で残してしまうと、分母ばか

りが大きくなってしまって、何も事業せえでなく、現実問題として、「待っ

てました。仮設がなくなった。百姓する。」というのは、申し訳ねえども何

となく皆無に等しい気がするんです。その辺が今後出てくると思う。 

すでに（上亰地区で）約 60 棟くらいあった仮設住宅の中の２所帯かな、解

体の看板が出てきて、そういう時期が来たからさ、来たんだべなぁ。 

ただねぇ、面積的にわりかしまとまった所だから、使いようによってはもっ

たいねえな、と思いながらも残念ながら農業情勢がそうだからねえ。 

良ければ、黙っててもやるんだもんねえ。なかなか大変だが。ただ、いっぱ

い出てくる。 

ちなみに、例えばせっかくの面積だから、ということで何かに利用しようと

か、町のほうで考えていることはあるの？それとも今のところは一切かかわ

っていないの？ 

 

事務局 はい。 

 

三浦茂男推進委員 そうですか。まあ、そうでしょうな。町方さ、こんなに空き地があることで

すし…ゆるくねえな。 

 

北田和紀委員 若い人たちで、何かやりたいが大きな面積、例えば利用できるような農地、

というようなことで、役場の方に問い合わせがあったりとか一切ないの？ 

 

事務局長 実際に、震災後に新規就農された若い人たちの中の大半は、逆に今持ってい

る土地の面積をやることでいっぱいいっぱいの状態。で、その中で出ている

問題というか課題っていうのは、やはり効率よく作業ができない、というこ

とがひとつ。慣れていないということもあるのでしょうが。あと、なかなか

上手く思うように良いものができない、この二つがあるのともう一つはやは

り、労働力が足りないということがあって、それぞれが一生懸命にやってい

るんですが、そういう悩みがあって。 

（自身に関して言えば）将来的には、もう少し効率よくできれば、野菜から

畜産とか、しいたけ等にチャレンジしてみたいという意欲もあるんですけど



7 

 

も、なかなか思うように行かず、まだまだ修行中の身で…というところで、

今のところでいっぱいいっぱいの状態ということがあります。 

あと、地元の異業種の部分ですが、これに関しては今年の４～５月にアンケ

ートを取ったのですが、特に土木会社の約３分の一は、異業種で農業、ある

いは水産業の方に兼業（副業）で携わってみたいという結果がありました。

なので、地元の業者も守りつつ、農業も守っていくのであれば、法人参画の

部分もこれから考えていかなきゃないかな、と思っています。 

また、直接、農業に携わっているわけではないですが、（農地）中間管理を

使って、具体的には松村建設さんが小鎚の方でコケの栽培にとっかかってい

るのですが、いずれにしても、その労働力を直接農業の方に上手く配置して

いくような形にしていくことによって、今後の「農地を守る、活かす」とい

う取り組みにつながっていくんじゃないかな、というふうに役場の中でもそ

の取り組みに対して、考えを持って準備を進めている所であります。 

 

三浦茂男推進委員 恐らく、近い将来にそれよりもいちばん大きなことになるのは、せっかく今

作っている優良農地ですらそれを耕す人が、ややもすれば厳しい状況になる

というようなことが想定されるわけです。担い手が足りないために。 

だから、なおのこと、仮設があったところを農地に戻して分母ばかりを大き

くするよりも、今ある優良農地をそのまま残していく努力（遊休農地や耕作

放棄地にしない努力）をしていくことの方が（農業委員会の）大きな仕事で

はなかろうか。 

 

北田和紀委員 現状維持をしていくということね。 

 

三浦茂男推進委員 あの、例えば、上亰の方は大槌の穀倉地帯とも言われて面積的にまとまって

いるところだ。そこですら５反歩とかの農地でも、「おらあはあ」というの

も現実に動き出しているから。ちょっと乱暴な言い方だけれども、仮設の跡

地を地主が強い意志（農地に戻す）であればともかく、やたらに分母を大き

くするようなことをせずに、今ある優良農地に関しては、これ以上、（遊休

農地を）出さない方に力を注ぐことが現実的でないだろうかと思うんです。 

 

議  長 なかなか、その…担い手のあたりで苦労して、話しが進まなくなってくるん

だけどもね。 

 

事務局長 補足なんですが、今の話の関連なんですけれども、実は地元でもともとワサ

ビの原料を作っていた会社が被災をして、今、釜石の工場を借りて作ってい

るのですが、やはり大槌に戻ってきたいという意向があるのがひとつ。 

あと、今、ワサビの原料の需要がかなり多くて、遠野の宮守の農家さんにお

願いをして作ってもらうほかに、自分のところでも山を借りてやっている。

そして、出身が大槌なのでいずれ大槌でそれをまた展開したいし、葉ワサビ

が主になるんですが、地元の農家さんにお願いをして作ってもらえないか、

もしくは自分の会社で農地を借りてワサビを作りたい、という意向相談があ

ります。 

だけど、ただ、工場の場所をどうするか、などの件でなかなか場所が決まら

ず、エイや！という感じにならず、まだ上手く進んでいない部分もあるんで

すが、やはり今の三浦推進委員が仰るようにタイミングなんですよね。 

葉ワサビの条件聞いてみると、水はけがよくて陽があまり当たらない所って

なると、本来、米とか野菜を作るにはあまり適さない場所になるのかな、と
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思うのですが、そういった所が逆にワサビの生産にはすごくいいという話を

聞いてましたので、あわよくばその応急仮設住宅の跡地でもともとの地目が

「田んぼ」だったものにしても、それを例えば葉物の方に転換できて農地を

守る取り組みができたらいいな、と言うような事は考えてたったんですけれ

ども、何分その応急仮設住宅の撤去期限と、あとはその工場が大槌に来るタ

イミングが上手く合わないと厳しいかな、と。そこがずれてしまうと、まだ

仮設が残っている、あるいは、もう撤去したのに来ないから他の使い道があ

ろう、ということもあるので、そういうふうな、農地としてこれから生業を

起こそうという人たちの情報 ―農地を活かしてもらえるような情報― 

を逆に農家さんたちに提供して行くようなことが、行政として必要でねぇか

なと感じております。 

 

北田和紀委員 （この人は）当時、こっちの行政の補助を打診をしたそうだったんだけれど

も、対応できないということで、それで釜石の方に移転せざるを得なかった

という事情があるようです。 

 

事務局長 もともと吉里吉里の創造センターを借りてったったんで、どうしても自分の

会社であれば災害復興費で再建ができたんですけれども、町の建物を借りて

使ってたので自社工場を直すという再建ではないわけです。で、なお且つ釜

石の工場を借りた時に、そのままじゃ使えないということで補助を使って直

してしまったので、（大槌に）戻ってきたいんだけど、公的な支援がない状

態からのスタートになるために、今、企業立地の方とも話をしながら適地を

探しつつ、何かしらの支援策がないか調整をしていたところです。 

また、盛岡の方にいる親戚の人もサラリーマンを辞めて農業に携わりたいと

いうことで、盛岡から遠野に通って杉林の中で今ワサビの生産をしていると

いうことなんですが、それが（大槌で）できれば大槌にそっくりそのまま持

ってきたいという話です。そうすれば新規就農としての意味合いを持ってく

るので、そうすると２年間の支援を使ってこちらで安定的な生活もできるの

ではないかな、と色々考えてるところなんですが、なかなか上手くいかず、

調整中といったところです。 

 

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、原案のとおり「相当」として「農地法の適用外証明願い

に係る現地確認書」の（写し）を沿岸広域振興局へ送付いたします。 

 

本日の議案は、以上です。 

その他として、何かありますか。 

 

 

事務局主幹 【平成 30年度農地利用最適化計画案について】 

７月の新体制スタートから３カ月が過ぎましたが、ここで今年度の大槌町農

業委員会の活動計画案ということで、こちらのほうでたたき台を作成しまし

た。できれば、各地域担当ごとにご検討願いただければと思います。次回の

総会時にその内容につきお伺いいたしますので、よろしくお願いします。 
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【平成 30年度活動報告書の記入と提出のお願い】 

毎年度、みなさんの活動をまとめ、岩手県農業会議に報告しています。お忙

しい中お手数をおかけしますが、みなさんのご活動に感謝しつつ、しっかり

報告してまいりますので、ご協力くださいますようお願いします。 

提出は、事務局宛てに毎月の総会時でも、年度末にまとめてでも結構なので、

よろしくお願いいたします。報告は年度末にまとめて事務局のほうでいたし

ます。 

記入に関して、ご不明な点があればいつでも事務局にお問い合わせいただけ

ればと思います。 

 

 

【農地パトロールについて】 

10月中旬の実施予定ということで準備を進めています。 

現在、調査の候補農地を精査しています。各地域でご担当をお願いする委

員・推進委員さんには、ご都合を聞きながら、実施日と時間割をご連絡しま

すので、よろしくお願いします。 

 

 

【研修会のお知らせ】 

11 月８日開催予定の農業委員会大会の開催要項をお渡ししてありますが、

後日、出欠につき確認のお手紙を送付いたしますので、回答をお願いいたし

ます。 

 

 

【10月の予定】 

10月の現地調査は 17日（水）の午前中を予定しております。次回の申請

地区に応じて、担当をお願いする委員さんには時間割とともに、後日（10

月 12日頃）事務局から連絡いたしますので、お願いいたします。 

 また、次回総会は 10月 24日（水）午前 10時～を予定しておりますので、

日程調整をお願いします。万一ご都合のつかない方がいらっしゃいました

ら、どうぞお知らせください。 

 

 

議  長 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

また、これをもって、本日の会議を閉じ、農業委員会９月総会を閉会いたし

ます。ご苦労様でした。 

 

 

 

【閉会 午前 10時 45分】 

 

 

 

 


