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総 会 開 催 結 果 

作成日：令和 2 年 10月 26日 

１ 総会名 令和２年 10月 大槌町農業委員会定例総会 

２ 開催日時 令和２年 10月 22日（木） 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 〇 

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 主幹 祝田 茂  

５ 議 事  付議 承認 

 報 告 【報告第５号】農地法第 3 条の３第 1 項の規定による届出について（２件） 

【報告第６号】令和 2 年度農業施策の充実に関する要請(構成と要旨)検討案について 

議 案 【議案第 15号】農地法の適用外証明願について ３ ３ 

   

   

   

   

   

   

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） 
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総 会 議 事 録 

 

≪事務局≫ 

 今日は、会長から欠席との報告がありましたので、阿部会長職務代理

者から議長をしていただきます。 

 

【議 長(阿部会長職務代理者)】 

 あらためましておはようございます、今、祝田君の方から話が合った

とおり、会長は今来る途中の前段の稲刈り真っ最中でございました。 

 今年の作業の進捗状況を見ておりますといつもより時間がかかってい

るのかなと、そんな感じがしております。なるべく早く仕上げてほしい

と思っております。 

定刻となりましたので、只今より令和２年 10 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、佐々木重吾会長並びに佐々木和之推進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。令和

２年 10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） 
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 ご異議ございませんので、 

５番 藤原長英委員と ６番 兼澤修悟委員を指名いたします。 

 

【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≫ 

特にありません。 

 

【議 長】 

続きまして、日程第４ 議案第１５号「農地法の適用外証明願」につ

いて、番号８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≫ 

  （以下、『議案書』議案第 15号番号８を読み上げ） 

 

【議 長】 

 只今の事務局の説明に関連して、これの立会に当たられました、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。 

 

【川﨑郷泉推進委員】 

 では、わたくしの方から、田の●●については 30 数年使われない状態

で竹とか柳とかうっそうと茂っておりますて現状では田に戻せないと感

じております。△△、ここも畑なのですが親父さんが 40 年くらい前まで

畑として使っておりましたが、柳とか栗とか 20～30 センチの大きさにな

っており、畑には戻せる状態ではありません。それから○○と□□につ

いては牧草地になっておりまして今ああさんが借りて刈っている状態で

畑となるのはここの一部だけです。■■も畑でしたが松の木がうっそう

と茂っておりまして、畑に戻す状態ではない。使えるとすれば○○と□

□だけだが、本人とすれば宅地と一緒に売却したい。本人も戻れる状態

ではないということで今回の届になった。 

 

【議 長】 
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 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。 

 

【議 長】 

 それでは、質疑に入ります。只今の事務局説明、地区担当委員からの

説明について、発言のある方は、挙手願います。 

 

【藤原市之助推進委員】 

 ああさんが説明したとおりですが、本人は次男で、高校卒業後 JR に勤

めああ市に住んでいた。定年になり兄が亡くなり帰ってこようかなと思

っているうち体調が悪くなり病院の先生に、大きい病院のある所に住ん

だ方が良いと言われ、（大槌の土地・建物等、）全部を処理したいという

考えのようです。 

 

【北田和紀委員】 

 自宅を含め売却ということであるが誰か打診している人はいるのか。 

 

≪事務局≫ 

 声はかけている人はいるとのことであるが、決まっているわけではな

いようである。 

 

【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。 
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【議 長】 

続きまして、番号９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≫ 

  （以下、『議案書』議案第 15号番号 9を朗読） 

 

【議 長】 

 只今の事務局の説明に関連して、これの立会に当たられました、阿部

成子委員、三浦茂男推進委員から所見を伺います。 

 

【阿部成子委員】 

 私のほうから所見を述べたいと思います。立会人は申請人の弟さんで

あるあああああさんが立会をいたしまして、あああさんが息子さんに登

記名義の変更を進めているときに発覚しあああさん自身もこの名義はあ

あさんだったり地目が変更になっていなかったことをこの時に知った状

況のようでした。申請人も実質使用している弟のあああさんも現実は倉

庫も建ち、土面もコンクリートとかされている状態で、経過も隣の自宅

を昭和 41 年で倉庫もその１・２年後に建てたという話で、申請のとおり

認めてよいのかなと思っております。 

 

【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範囲に掲げる、「その他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。 

 

【議 長】 

 それでは、質疑に入ります。只今の事務局説明、地区担当委員からの

説明について、発言のある方は、挙手願います。 
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【北田和紀委員】 

 これは実際に使っているのがあああさんで、名義がああさんというこ

とであるが、将来的にはあああさんがもらうということなのかな。 

 

【三浦茂男推進委員】 

 ああさんの親のあああああさんから土地をもらい家を建てたが、手続

きの仕方がわからなかったと思われる。 

 これに関連して、農業者が営農に関連する建物であれば許可はいらな

いということもあるが、米倉庫や（農具の物置）を建てる時 50 坪以下で

あれば申請はいらないよと言われたがそれは今でも生きているのか。 

 

≪事務局≫ 

 農業用の施設であれば 200 ㎡以下であれば転用の申請は必要ない。200

㎡以下でも委員会に届をしてもらえばなお良いが。 

 

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。 

 

【議 長】 

続きまして、番号 10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≫ 

  （以下、『議案書』議案第 15号番号 10を朗読） 

 

【議 長】 

 只今の事務局の説明に関連して、これの立会に当たられました、阿部

成子委員、北田和紀委員から所見を伺います。 

 

【北田和紀委員】 
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 では、私の方から説明いたします。立会はああさん本人。現場はそん

なに大きい面積の土地ではなく。隣接するところと併せて建物が建って

いた経過があった。その三角の部分には石が置いてあったり、木の切り

株があったり農地として復活するのは無理ではないかと判断される。そ

ういうことを勘案すれば適用外願いも妥当と考えられる。現状を見れば

前に高い木とかが並んでおり日光も入らない土地で、そのとおり農地に

はふさわしくない場所で、復活は難しいという判断です。 

 

【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≫ 

 農地法の適用外証明の範囲に掲げる、「その他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。 

 

【議 長】 

 それでは、質疑に入ります。只今の事務局説明、地区担当委員からの

説明について、発言のある方は、挙手願います。 

 

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。 

 

 

【議 長】 

続きまして、日程第５ 報告第４号「農地法第３条の３ 第１項の規

定による届出について」、番号５を報告いたします。 

事務局より、資料の朗読と説明をお願いします。 
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≪事務局長≫  

  （以下、『議案書』報告第 5号番号５を朗読） 

 

【議 長】 

 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。 

 

 （質問、意見なし） 

 

【議 長】 

続きまして、番号６を報告いたします。 

事務局より、資料の朗読と説明をお願いします。 
 

≪事務局長≫  

  （以下、『議案書』報告第 5号番号６を朗読） 

 

【議 長】 

 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。 

 

 （質問、意見なし） 

 

【議 長】 

 続きまして、日程第６ 「令和２年度農業施策の充実に関する要請

（構成と要旨）検討案について」 を報告します。 

 

≪事務局長≫ 

 （以下、別添資料の概要説明） 

 読んでいただいて、何かあれば後からでも事務局までご連絡願います。 

 

 

【議 長】 

 ここでいきなり説明されて、いきなり質問というのも難しいと思うの

で、何かご意見・要望があれば、事務局までお願いします。 
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【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。 

 

※この後藤原市之助推進委員から応急仮設住宅から農地に原状復旧する

時の表土についての問題提起があった。 

 

【議 長】 

  そのほかありませんか。 

 事務局から今後の予定をお願いします。 

 

≪事務局≫ 

 来月の予定と１１月１１日の研修会について説明。 

 

【議 長】 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 これをもって農業委員会の 10 月総会を閉会いたします。ご苦労さまで

した。 

 

                       １０時５０分終了 


