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総 会 開 催 結 果 

 

 

作成日：令和元年５月８日 

１ 総会名 平成 31年４月 大槌町農業委員会定例総会 

２ 開催日時 平成 31年４月 24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 ○ 

※農業委員会事務局 事務局長 岡本 克美  主幹 祝田 茂 

５ 議 事  付議 承認 

 報 告 農地法第３条の３第１項の規定による届出について １ １ 

 

議 案 農地法適用外証明願について ３ ３ 

平成 30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 １ １ 

平成 31年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について １ １ 

   

６その他 ・連絡事項等（次回の現地調査、総会の日程、研修について） 

・平成 30年度親睦会収支報告 

・今後の現地確認の立会い担当について 

・令和元年度先進地視察研修会について 
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総 会 議 事 録 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

【開会 午前 10時 00分】 

それでは定刻になりましたので、只今より平成 31 年４月大槌町農業委員会総会

を開催いたします。 

 本日は、会長が種もみ入れのため総会を欠席ということで、代わって私が本日の

総会を進行してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 あたたくなって、春の農作業もこれから忙しさが増していくわけでございますが、

今回が平成最後の総会となりますが、30年前に昭和から平成に変わった時に行われ

た大嘗祭 ―― 今年は 11 月 14、15 日に予定されている ――で京都を起点に東

と西の二カ所で収穫した米を神様にお供えする儀式があるそうでございます。その

時に京都から東の方で秋田県の五城目町が指定場所に決まって、そこで栽培された

米が当時無名の「あきたこまち」だったそうでございます。それが大嘗祭によって

全国に広まったということでございますので、今年の大嘗祭でどこの地域の米が採

用されるかによって今後の米の産地間競争が激しくなってくるんではないかな、と

興味を持ちながら見て行こうと思います。まあ、いずれどの地域が決まっても、た

ぶん有名になると思いますので、皆さんもぜひ関心を持っていただけたらと思って

います。 

では、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５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。（佐々木重吾会長、及び５番 藤原長英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。また、推進委員からは佐々木和之委員から欠席の連絡

をいただきました。） 

 

 

【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 31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。 

 

 

【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、３番 北田和紀委員と６番 兼澤修悟委員を指名いた

します。よろしくお願いいたします。 

 

 

【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 はい。この１ヵ月におけます諸般は特にございません。 
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阿部義正会長職務 

代理者 

 

【日程第４「議案第１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１号「農地法の適用外証明願い」について番号１

を上程します。事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 

 

事務局長   ※＜資料１＞2019.4.24 議案書を朗読 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

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、三浦英俊委員

から所見を伺います。お願いします。 

 

三浦英俊委員 現地につきましては、栄町の被災地域にありまして、現在はグラウンドとしての

再開発地域となっております。当然、宅地化ができない場所でありまして、町の方

で新しいグラウンドを造ることに伴う開発を行うということで申請がありまして、

それに証明しても問題ないと思われます。以上です。 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

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範囲に掲げる、「天災地変等の不可抗力により、農地または

採草放牧地以外になった土地で、農地または採草放牧地として復旧することが著し

く困難と認められるもの」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。 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

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。 

 

 （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「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２を上程します。 

事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 

 

事務局長 ※＜資料１＞2019.4.24議案書を朗読 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

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、三浦英俊委員

から所見を伺います。お願いします。 

 

三浦英俊委員 現地につきまして、現在、実はもう新築作業が始まっているような状態でした。

議案書にもある通り、地目変更手続きが必要であったことがよく分からず、後にな

っての申請となりましたけれども、40年くらい前から畑としては使用しておらず、

駐車場として使っていたようです。現在、住宅の建築が始まっておりますが、実際

のところ宅地化されており、こういう風に後になっての申請となりましたけれども、

それについてはやむを得ないと思います。以上です。 
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阿部義正会長職務 

代理者 

 

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範囲に掲げる、「その他の農地または採草放牧地以外になっ

てから長年月を経過した土地で、農地または採草放牧地として復旧することが著し

く困難と認められるもの」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。 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

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。 

 

では、ちょっと私から。 

住宅を建設するということで、議案書の備考欄に書かれているのですが、これは

申請者本人が建てるということですか？ 

 

三浦英俊委員 いいえ。息子さんです。 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

分かりました。 

 

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３を上程します。 

事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 

 

事務局長 ※＜資料１＞2019.4.24議案書を朗読 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

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、三浦英俊委員

から所見を伺います。お願いします。 

 

三浦英俊委員 現地は生井沢の方でありまして、現況が「雑種地」とありますが、畑がそのまま

で残っている所に雑草が生い茂っているような状態でして、本人は体調が悪いわけ

ではないですが遠方に在住しているため、農地としては使用せず、これからは別の

用途で使いたいということで、今回の申請となったとの事です。以上です。 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

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範囲に掲げる、「その他の農地または採草放牧地以外になっ

てから長年月を経過した土地で、農地または採草放牧地として復旧することが著し

く困難と認められるもの」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。 

 

阿部義正会長職務 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。 
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代理者 

 

 

北田和紀委員 

 

 説明だと将来何かしたいということで地目変更をしたいとのことだったけれど、

何か具体的な案はあるの？ 

 

三浦英俊委員 

 

現地確認に来たのは業者（不動産）の人で、これから転売するかもしれない、と

のことですが、次に何をするか、ということも結局、転用してからでないとできな

いからまだ具体的には決めていない、ということです。 

 

三浦茂男推進委員 

 

今の案件から、自分が気が付いたことです。よく 30 年も 40 年も経ってから農地

だったと気づいて転用をかける場合がある訳だ。この件のようにちゃんと進めてい

れば良いのだが、番号２の●●さんの現地確認の時にもしゃべってきたことです。 

地権者が分からなくても設計屋さんや大工さんたちは専門なんだから分かってい

なくてはいけないことだし、本来ならば、転用前に着工は駄目なんだよと。今後は

「農地」を「宅地」にしてから着工しなくては駄目なんだよとしゃべってきました。 

 

北田和紀委員 

 

本来ならば、専門家で資格を持っている人たちなんだから、家を建てるにしても

最終的に地目変更が当然必要になってくるんだから、謄本みればすぐに分かるはず

なんだけれどね。だから、家を建てるか建てないかという時に地権者に説明するの

が筋なんだよね。 

 

三浦茂男推進委員 

 

その辺についても話してきた。本来であれば、事前着工でうんぬんかんぬんにな

ると。地権者がわからなくてもね、お前さんたちは専門家で分かっていなくてはな

らないから、「あ、これ農地だから転用しなくてはねえよ。」と説明しなくては。建

ててしまってから気づく、というような状況では芳しくないと話してきた。 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

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。 

 

 

【日程第５「議案第２号 平成 30 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」】 

続きまして、日程第５ 議案第２号「平成 30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。 

 

事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 

 

事務局長 ※＜資料２＞を朗読、説明。 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

それでは、質疑に入ります。只今の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。 

 

 では、私から質問いたします。 

＜資料２＞２ページ目の「Ⅱ担い手への農地の利用実績・集約化」の「２」、新規

実績 3.4ha とありますが、その場所はどこに当たるんですか？ 
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事務局主幹 昨年 10 月の総会で出た農地中間管理事業の場所です。（７箇所）結ゆいが入った

場所です。 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

ほかに何かございますか？ 

はい、三浦英俊委員。お願いします。 

三浦英俊委員 

 

＜資料２＞４ページめの「Ⅳ 遊休農地に関する措置に関する評価」の部分で、

この遊休農地の占有割合は、ほかと比べていいのか、悪いのか？ 

 

三浦茂男推進委員 

 

まあ、余談になるんだけれど、かつて上亰地区でもそうだったけれども堤防作っ

て平場に農地を造ったはいいが、山の裾野の辺りは、山林化してしまったところが

けっこうあるよね。自分が思うには、それを今さら今の時代に農地として何とか使

っていくよりも、まとまった優良農地を守っていく方が筋だと思う。ちょっと乱暴

な言い方だけれども。守って行くべきものを守っていかねえば。その方が地権者の

ためにもなるから、「ここはもう農地として使わない。もう完全に山だ。」というと

ころを農地から外していくことによって、遊休農地がずっと減っていくと。まあ、

分母を少なくするということだな。それが必要だべね。 

 

兼澤修悟委員 

 

あの、ちょっと聞いていいですか？遊休農地に関わるかどうか分からないですが、

下野ってあそこの面積はどのくらいでしたっけ？ 

 

三浦茂男推進委員 12町歩くらいだったかな。 

 

兼澤修悟委員 確か、結ゆいが８町歩くらいを借りてやっているはずなんですよね。ここという

のはやっているんですか？荒れているんですか？ 

 

三浦茂男推進委員 

 

もともと耕運機を使ってやっているところもあるが、、、 

兼澤修悟委員 

 

確か、沢山辺りの人が「やる」と言って個人で借りてやるようだったが、すでに

全部埋まっているようだったから。 

 

三浦茂男推進委員 

 

だから、あの事業（農地中間管理）に入らないで、もともと昔からの状態でいる

ところもある。あとは結いゆいが借りている所だね。 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

会長が来れば、いちばん詳しいから、来月に聞いてみましょう。 

そのほかございませんか？ 

藤原市之助推進 

委員 

 

遊休農地の面積だけれども、実際にパトロールをしてみれば、もっといっぱいあ

ると思う。この逆みたいな感じ。 

 

三浦幸保推進委員 

 

これどころじゃないな。２反歩、３反歩の（面積の）ところが今や高齢化でやめ

ているからさ。 

 

藤原市之助推進 

委員 

 

あと、田んぼの一部でしか作っていないとかいっぱいあったから。 

三浦幸保推進委員 

 

食べる分も、作らなくなって買ったほうがよくなってくるしなあ。実際やってみ

ればそうだしなあ。 

 

三浦茂男推進委員 

 

恐らくね、例えばね、ギリギリ数字のとおりにやっていたらこんなんではないよ。

さっきも言ったけど、例えば自分に何カ所か耕作できない状況の所があったとして、
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そこを（中間管理で）結ゆいなんかでやれば、その分解消につながるから、今回の

数字になっているんではないかな。 

現実的には、それを借りたから耕作するんではなくて、管理機構に出したからで

はないかと自分は思うんだよね。 

それをこれから農業委員のわれわれがやれと言われていることだ。 

 

三浦英俊委員 

 

そこなんだよね。結局、担い手に任せるっても利便性の悪い所は、なかなか管理

機構も遠慮するからね。 

 

三浦茂男推進委員 

 

だから、先ほども話したように、いずれ厳しくなれば、かつては耕地だったけれ

ど、現在は耕作していない山の裾野なんかも出てくるから、それを除外してしまう

と。分母を小さくすると。無理矢理に耕作していくよりも、どうしても不可能なと

ころは（地目を）変えておくのもひとつの手だよ。 

 

三浦英俊委員 

 

そっちの方も考えていかねば。というか、そっちの方をやっていった方がいい。 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

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。 

 

 

【日程第６「議案第３号 平成 31年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）

について」】 

続きまして、日程第６ 議案第３号「平成 31年度の目標及びその達成に向けた活

動計画（案）」について を上程します。 

事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 

 

事務局長 ※＜資料３＞を朗読、説明。 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

それでは、質疑に入ります。只今の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。 

兼澤修悟委員 この「Ⅲ 新たな農業経営を営もうとする者の参入促進」の部分で、平成 27年か

ら入ってきて、今現在までずっと（農業を）続けているのですかね？ 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

たぶんその人は、今、結ゆいの従業員になっているはずだ。 

先月の総会の時に話した、安瀬ノ沢にある２反歩でオクラを作っているのが今年

度の数字に入るはずだから、これについては、事務局の方で確認をお願いします。 

 

事務局主幹 はい。農林担当の者と連携して進めます。 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

米作るのは田んぼ使ってやっているんだけどさ、そこで米を作らないと見た目的

には遊休農地に見える訳だ。ところが、台帳上は遊休農地ではないと思うんだ。（地

目が）田んぼのままだからね。 

 

他に何か気が付いた点などございましたら。 
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三浦茂男推進委員 遊休農地の判断は、われわれ農業委員がするんだよね？ 

  

事務局主幹 はい。そうですね。 

 

三浦茂男推進委員 だから、耕作していない土地をもっと厳しく遊休農地として認めてしまえば、先

ほどのデータの何十倍にも膨れ上がるわけだ。 

そこで、例えば今年は柾内地域を重点的に調査して分母を減らすべく農地から除

外していく、、、そうすれば、遊休農地の割合が一気に増加する、ということになら

ずに済むよね。 

 

有効な優良農地を守っていくということに重点をおいたほうが良いなあ。 

 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

事務局、今、三浦茂男委員が話したことについて、他市町村でやっているところ

があるか確認願います。 

三浦茂男推進委員 実際にありました。実際問題、すべてを農業委員会だけでは難しいからね。 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

まあ、今回出た件は、来年度に向けた活動計画として検討してみてください。 

 

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。 

 

 

【日程第７「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」】 

続きまして、日程第７ 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 を上程します。 

事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 

 

事務局長 ※議案書を朗読。 

阿部義正会長職務 

代理者 

 

それでは、質疑に入ります。只今の事務局からの報告について発言のある方は、

挙手願います。 

 

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。 

 

三浦茂男推進委員 

 

仮設住宅に関することです。震災当初は、（転用許可申請は）２カ月ほど時間がか

かるので、緊急事態につき手続きなしに農地を仮設住宅用地にしたわけだ。その後

数カ所は仮設を撤去して草も生えないきれいな更地になった。それはいいが、当初

は農地は農地に戻さなくてはならないという決まりがあったが、その辺がかなり柔

らかくなったという話を聞くんだ。そうすると、「農地」としてカウントされていく

ことになる。 

 

そこで聞きたいのは、地権者が誰かに貸して（耕作を）やっていたというような

場合はどうなるの？転用が必要なのかな？というのはね、仮設撤去後、どこかの建

設事業者が使っているんだよ。そういう時はわれわれ農業委員会としてどのように

対応したらよいか、見解を示してほしい。 

その場所を確認して台帳上は農地になっているのかあるいはそうでないのか見て



9 

何らかの対応するように方針を・・・、今後あちこちに出てくるよ、きっと。 

 

阿部美智子推進 

委員 

まだ今のうちは、そこが農地だと分かっているからいいけれど、代替わりして、

農地だと分からなくなった時がもっとひどくなるっていうことになるんだよね。 

 

事務局長 先ほどの、議案第１号の２番目のように時間が経ってしまって家を建ててしまっ

た、というような事になるかもしれないということですよね。 

町としても、先ほどの話のように地権者の方にどのような形で返還を希望なさる

かを聞いたところ、砕石を敷いてきれいにしてくれればいいとおっしゃる方が多く

いらしたと聞いていました。 

確かに地目上は「農地」であったにもかかわらず、現況が変わっているというよ

うなことがあれば、町としてもそれについて地権者の方々にどのような見解を示せ

ばよいかということを内部でも検討して次月頃にはお知らせできるようにしたいと

思います。 

 

三浦茂男推進委員 地目変更の手続きが必要だということまで指導していかなくてはいけないであろ

う。 

 

北田和紀委員 地権者には、そういう認識がないからねえ。 

 

事務局長 仮設住宅を建てる際、地権者の方にお願いをした時点で、現実問題としてすでに

そこの土地は耕作していなかったわけですよね。なのでそれについては、町農業振

興施策としても考えていかねばならないですし、地権者さんの権利としての在り方

も検討して、次月頃にお示しできればと思います。 

 

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４月総会を閉会いたします。

ご苦労様でした。 

 

 

【閉会 午前 11時 20分】 

 

 

 


