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1. 開催日時    令和 3年 1月 8日(金)  午後 2時 00 分から午後 2時 55 分 

2. 開催場所    つがる市生涯学習交流センター「松の館」2階視聴覚室 

3. 出席委員数   36 人中､33 人出席 

 

4. 出席委員名 

1.工藤 育江   2.野宮富喜子   3.笠井 正己  5.吉田 秀美 

 6.成田 正人    7.菊池 昭二    8.葛西 勝久    9.秋田谷廣次 

10.工藤しのぶ    11.成田 金春    12.杉森 広宣   13.今    輝義 

14.鎌田   誠    15.福井 清光    16.盛  行春   18.斉藤 鉄男 

17.三橋 弘      19.成田 清繁    20.長谷川一幸   21.工藤 恒實 

23.小山内 壽   24.藤本 正彦    25.工藤 正樹   26.稲葉 武彦 

28.福井二三夫    29.工藤 宰      30.金澤 昭雄   31.横山 治彦 

32.山本 康樹    33.神   文敏    34.羽場  晃    35.對馬  泉 

36.浅見 春樹   計 33 人 

 

5. 欠席委員名  4.新岡 亮、22.長谷川 秀樹、27.乳井 春光 計 3人 

 

6. 議事日程 

第１ 議事録署名委員の指名 

第 2 会期の決定 

第 3 提出議案の上程 

報告第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

議案第１号  農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

議案第２号  農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

議案第３号  農地法第４条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

議案第４号  農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

議案第５号  農地に該当するか否かの判断について 

議案第６号  農用地利用集積計画の決定について 

議案第７号  農用地利用集積計画の決定について 

議案第８号  贈与税の納税猶予及び不動産取得税の徴収猶予に関する証明（農業経

営）について 

議案第９号  贈与税の納税猶予及び不動産取得税の徴収猶予に関する証明（農業経

営）について 

議案第１０号 空き家バンク登録に係る農地の別段の面積及び区域の指定解除につい

て 

議案第１１号 公売買受適格者の証明に係る意見について 

議案第１２号 贈与税の納税猶予及び不動産取得税の徴収猶予に関する適格者につ

いて   

第 4 諸般の報告 
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7. 職務のため出席した事務局職員の職氏名 

事務局長 吉田 真也  次 長 佐藤 公俊  農政係長 工藤 正輝 

主  事 秋田谷 暢駿 主 事 吉田 純也  主  事 西巻 塁斗  

計 6 人 

 

8. 会議の概要 

事務局長(吉田真也) 

定刻になりましたので、｢令和 3年第１回(１月)つがる市農業委員会総会｣を開会致しま

す｡開会にあたり､会長から挨拶がございます｡ 

 

会長あいさつ（山本康樹） 

皆様におかれましてはご多用の中、ご出席いただきありがとうございます。この度の寒

波で全国的に水道管の凍結、家屋やハウスの倒壊、停電等の被害が起きております。 

また、コロナの影響で不自由な生活を送っていることと思いますが、今まさに爆発的に

感染者が増えている状況ですので、我々も予防対策をとりつつ過ごしていかなければなら

ないと思っております。本日の総会も皆様方から活発な意見が出されますようお願い致し

まして、簡単ではありますが開会の挨拶と致します。 

 

事務局長（吉田真也） 

それでは、農業委員会会議規則第５条の規定により、会長が議長となり、議事を進行致 

します。会長、宜しくお願い致します。 

 

議 長(山本康樹会長) 

ただいまの出席委員は、３６名中３３名です。定足数に達しておりますので、本日の会 

議は成立致します。 

 

議 長 (山本康樹会長) 

これより議事に入ります。まず議事日程第１の議事録署名委員の選任を行います。 

「つがる市農業委員会会議規則」第１３条第２項に規定する議事録署名委員ですが、議

長において指名することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 

 

議 長(山本康樹会長) 

ご異議なしと認めます。よって議事録署名委員には３５番對馬泉（いずみ）委員、 

３６番浅見春樹（はるき）委員を指名いたします。 

次に議事日程第２の会期についておはかり致します。会期は、本日一日とすることに、

ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 
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議 長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日一日と決定致しました。書記には、事

務局職員を任命致します。 

それでは、これより議事日程第３の提出議案等の上程を行います。提出議案は、お

手元に配布のとおりであります。 

報告第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

議案第１号  農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

議案第２号  農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について 

議案第３号  農地法第４条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

議案第４号  農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について 

議案第５号  農地に該当するか否かの判断について 

議案第６号  農用地利用集積計画の決定について 

議案第７号  農用地利用集積計画の決定について 

議案第８号  贈与税の納税猶予及び不動産取得税の徴収猶予に関する証明（農業経

営）について 

議案第９号  贈与税の納税猶予及び不動産取得税の徴収猶予に関する証明（農業経

営）について 

議案第１０号 空き家バンク登録に係る農地の別段の面積及び区域の指定解除につい

て 

議案第１１号 公売買受適格者の証明に係る意見について 

議案第１２号 贈与税の納税猶予及び不動産取得税の徴収猶予に関する適格者につ

いて   

 

以上、報告 1 件 議案１２件 計１３件を上程致します。 

 

議 長（山本康樹会長）  

はじめに、「報告第１号農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について」を事務

局から報告させます。 

   

事務局報告(西巻主事) 

１ページをお開きください。報告第１号について説明いたします。「農地法第１８条第

６項の規定による通知書の受理について」農地法施行規則第６８条第１項の規定により

下記のとおり合意による解約等に係る通知書を受理したので報告する。令和３年１月８

日提出、つがる市農業委員会会長。 
報告第１号は、番号１番から５２番までの５２件です。解約は田が５１件で面積は５

９２，１６７㎡、畑が２件で面積は、６，４３５㎡です。解約の理由は全て合意による

解約となっております。また、「農事組合法人出来島みらい」が数年後に解散する予定で

あることから解約が多々ありますが、解約後は個人間での貸借又は作業受委託契約を結

ぶなど、説明会を開くとのことでした。ご理解していただけるようよろしくお願いいた

します。以上で報告を終わります。 
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議 長（山本康樹会長）  

報告については、以上のとおりと致します。 

 

議 長（山本康樹会長）  

次に、「議案第１号 農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について」を議

題と致します。説明を求めます。 

 

事務局説明(西巻主事) 

２４ページをお開きください。議案第１号について説明いたします。「農地法第３条第

１項の規定に基づく農業委員会の許可について」農地法施行令第１条の規定により下記

のとおり許可申請書の提出があったので審議を求める。令和３年１月８日提出、つがる

市農業委員会 会長。 
議案第１号は、１番から４６ページ４４番までの４４件です。内訳は、所有権移転の

「あっせんによる売買」が２３件で、田が１４０，０２６㎡、畑が５４，４９４㎡、樹園 
地が２，６８０㎡です。「贈与」が１６件で、田が１８７，１９３㎡、畑が１７，６１０ 
㎡です。農地の「交換」が４６ページ４３番と４４番の交換の１組２件となっておりま 
す。 
また、使用貸借権の設定が２件で、田が３５，４４０㎡、畑が６１１㎡、賃借権の設

定が１件で、田が９，６６１㎡です。 
全案件とも別添の農地法第３条調査書１ページから１５ページのとおり、許可要件の

全てを満たしていると思われます。 
 
次に、売買価格について説明します。 

２４ページ１番の田は１０a 当り２５万円、２番の畑は１０a 当り７万５千円、３番の

田は１０a 当り２９万円、４番の田は１０a 当り２５万円、５番の田は総額４０万円、１

０a 当り約４１万千円、６番の田は総額２９０万円、１０a 当り約３３万５千円、７番の

田は１０a 当り２５万円、８番の畑は１０a 当り７万円、９番の畑は総額３５万円、１０

a 当り約５万円、１０番と１１番の田は１０a 当り２０万円、１２番と１３番の田は１０

a 当り２５万円、１４番の畑は総額３０万円、１０a 当り約６万６千円、１５番の田は総

額５０万円、１０a 当り約１６万９千円、１６番の樹園地は総額２５万円、１０a 当り約

９万３千円、１７番の田は１０a 当り２０万円、１８番の田は１０a 当り２５万円、１９

番の畑は１０a 当り２万円、２０番の田は１０a 当り２５万円、２１番の田は総額１５０

万円、１０a 当り約２４万８千円、２２番の田は１０a 当り３０万円、２３番の田は総額

７５０万円、１０a 当り約２５万円です。以上で説明を終わります。 
 

議 長（山本康樹会長）  

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第 1 号の質疑を終結致します。これより、議案第 1 号を採決致しま
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す。おはかり致します。議案第 1 号は、原案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第 1 号は、原案のとおり許可することに決定致しました。 

 

議 長（山本康樹会長）  

次に、「議案第２号農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について」を議題

と致します。この案件については、１８番斉藤鉄男委員、２４番藤本正彦委員が関係している事

案でございますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、「議事参与の制限」

により、当該事案の審議開始から終了まで退席をお願いします。関係議案終了後に入室、着席

していただきます。 

 

（１８番 斉藤鉄男委員、２４番 藤本正彦委員が退席） 

 

議 長（山本康樹会長）  

それでは、議案第２号について説明を求めます。 

 

事務局説明（西巻主事） 

４７ページをお開きください。議案第２号について説明いたします。「農地法第３条第

１項の規定に基づく農業委員会の許可について」農地法施行令第１条の規定により下記

のとおり許可申請書の提出があったので審議を求める。令和３年１月８日提出、つがる

市農業委員会会長。 
議案第２号は４７ページ９０１番から９０３番の３件です。所有権移転の「贈与」が

３件で面積は田が３，０１３㎡です。別添の農地法第３条調査書１６ページのとおり、

許可要件の全てを満たしていると思われます。以上で説明を終わります。 
 

議 長（山本康樹会長）  

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長）  

ないようですので、議案第２号の質疑を終結致します。これより、議案第２号を採決致します。 

おはかり致します。議案第２号は、原案のとおり許可することに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長）  

ご異議なしと認めます。よって、議案第２号は、原案のとおり許可することに決定致しました。 

１８番斉藤鉄男委員、２４番藤本正彦委員入室願います。 
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（１８番 斉藤鉄男委員、２４番 藤本正彦委員入室し着席） 

 

議 長（山本康樹会長）  

次に、「議案第３号農地法第４条第 1 項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について」

を議題と致します。説明を求めます。 

 

事務局説明（吉田主事） 

４８ページをお開きください。議案第３号「農地法第４条第１項の規定に基づく農地

転用許可に係る意見について」農地法第４条第２項の規定により、下記のとおり許可申

請書の提出があったので、県知事に送付するため意見を求める。令和３年１月８日提出、

つがる市農業委員会会長。 

番号１番の申請地は、木造吹原の畑１筆で面積が０．４５㎡です。太陽光発電パネル

設置の継続のため３年間の一時転用申請です。周辺は農地であるが、周辺の農地等に係

る営農条件への支障はないものと思われます。 

 続いて番号２番の申請地は、車力町の畑１筆で面積が５６２㎡です。申請人が当該農

地を相続した際に既に作業小屋が建っていましたが、登記簿地目が畑のままだったこと

が判明し、転用許可もなかったことから、始末書を添付しての申請となります。現地確

認をしたところ面積的にも適当と思われ、周辺は農地や宅地であるが、周辺の農地等に

係る営農条件への支障はないものと思われます。以上で説明を終わります。 

 

議 長（山本康樹会長）  

説明が終わりました。質疑に入る前に、現地確認の報告を求めます。３１番横山治彦委員、

報告をお願い致します。 

 

（３１番 横山治彦委員報告） 

現地確認の報告をいたします。本日午前９時００分より、「３３」番「神」委員と私「３１」番 「横

山」、事務局長と吉田主事の４人で確認してまいりました。４８ページの番号１番の申請の場所

は、旧吹原小学校より北東に約３７０ｍに位置し、周辺は農地であるが、農地等に係る営農条件

への支障はないものと見てまいりました。 

続いて番号２番の申請の場所は、しゃりき温泉より南西に約１８０ｍに位置し、周辺は農地や

宅地であるが、農地等に係る営農条件への支障はないものと見てまいりました。以上で現地確

認の報告を終わります。 

 

議 長（山本康樹会長）  

報告が終りました。これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長）  

ないようですので、議案第３号の質疑を終結致します。これより、議案第３号を採決致します。

おはかり致します。議案第３号は、原案のとおり許可相当とし、県知事に送付することに、ご異

議ございませんか。 
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(「異議なし」の声があり) 

 

議 長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第３号は、原案のとおり許可相当とし、県知事に送付す

ることに決定致しました。 

    

議 長（山本康樹会長） 

次に、「議案第４号 農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見につい

て」を議題と致します。説明を求めます。 

 

事務局説明（吉田主事） 

４９ページをお開きください。議案第４号について説明いたします。「農地法第５条第

１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について」農地法第５条第３項の規定によ

り、下記のとおり許可申請書の提出があったので、県知事に送付するため意見を求める。

令和３年１月８日提出、つがる市農業委員会会長。 

番号１番の申請地は、柏下古川の畑１筆で面積は４９９㎡です。住宅を新築するため

の申請です。周辺は農地や宅地であるが、周辺の農地等に係る営農条件への支障はないもの

と思われます。 

続いて番号２番の申請地は、木造筒木坂の畑２筆で合計面積は８，７８０㎡です。砂

地部分を掘削し保水を高めるため借受人による１年間の使用貸借権設定の一時転用です。農

用地区域内の農地であるが、一時的な利用に供するものであり、周辺の農地等に係る営農条

件への支障はないものと思われます。以上で説明を終わります。 

 

議 長（山本康樹会長） 

説明が終わりました。質疑に入る前に、現地確認の報告を求めます。３１番横山治彦委員、

報告をお願い致します。 

 

（３１番 横山治彦委員報告） 

現地確認の報告をいたします。本日午前９時００分より、「３３」番「神」委員と私「３１」番 「横

山」、事務局長と吉田主事の４人で確認してまいりました。４９ページの番号１番の申請の場所

は、柏駐在所より東に約７７０ｍに位置し、周辺は農地や宅地であるが、農地等に係る営農条件

への支障はないものと見てまいりました。 

続いて番号２番の申請の場所は、SK ファーム株式会社より東に約９０ｍに位置し、周辺は農

地や山林であるが、農地等に係る営農条件への支障はないものと見てまいりました。以上で現

地確認の報告を終わります。 

 

議 長（山本康樹会長） 

報告が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声があり） 
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議 長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第４号の質疑を終結致します。これより、議案第４号を採決致します。

おはかり致します。議案第４号は、原案のとおり許可相当とし、県知事に送付することに、ご異

議ございませんか。 

 

(「異議なし」の声があり) 

 

議 長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第４号は、原案のとおり許可相当とし、県知事に送付す 

ることに決定致しました。 

 

議 長（山本康樹会長） 

次に「議案第５号農地に該当するか否かの判断について」を議題と致します。説明を求めま

す。 

 

事務局説明（吉田主事） 

説明に入る前に、訂正箇所があります。５３ページをお開きください。柏上古川磯野

９－３と１０－１ですが、耕作放棄地把握年月日がどちらも平成２９年７月３日となっ

ておりますが、平成２３年７月４日に訂正をお願いいたします。大変申し訳ございませ

んでした。それでは説明にさせていただきます。５０ページへお戻りください。議案第

５号農地に該当するか否かの判断について、耕作放棄地に係る農地法第２条第１項に規

定する「農地」に該当するか否かの判断について、審議を求める。令和３年１月８日提

出、つがる市農業委員会会長。 

５１ページをお開きください。表の左から、土地の所在地、地目、面積、所有者氏名、

耕作放棄地の把握年月日、今年度の現況確認年月日となっています。 

また、地区ごとに農業委員３名と事務局で調査し「既に森林の様相を呈しているなど

農地に復元することが困難である。」と判断し非農地として確認しております。内訳と

しましては、木造地区、畑が６筆で面積が８，０８３㎡です。次に５２ページの森田地

区、畑が４筆で面積が９，１１２㎡、５３ページの柏地区、畑が３筆で面積が９，４２

０㎡、５４ページ稲垣地区、畑が 1 筆で面積が４００㎡です。以上となっており、本日

の総会で承認された場合には、今月末頃までに所有者またはご家族の方に非農地通知書

を発送する予定でおります。以上で説明を終わります。 

 

議 長（山本康樹会長） 

説明が終わりました。農業委員３名と事務局職員に現地調査と、その状況を確認させており

ます。「農地に該当するか否かの現地調査結果報告書」の写しをお手元に配布しておりますの

で、現地確認の報告を省略致します。これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第５号の質疑を終結致します。これより、議案第５号を採決致します。
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おはかり致します。議案第５号は「非農地」と判断することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって議案第５号は「非農地」と判断することに決定致しました。 

 

議 長（山本康樹会長） 

次に、「議案第６号農用地利用集積計画の決定について」を議題と致します。説明を求めま 

す。 

 

事務局説明（秋田谷主事） 

議案の説明に入る前に訂正がありますので、６２ページをお開きください。番号１２ 
番の申請ですが、申請人の都合により令和３年１月６日付けで取下げ願がありましたの

で、審議にかけないこととなりました。ご了承ください。 
それでは５５ページをお開きください。議案第６号について説明いたします。「農用地

利用集積計画の決定について」農用地利用集積計画を定めるため、農業経営基盤強化促

進法の規定により決定を求める。令和３年１月８日提出、つがる市農業委員会会長。 
議案第６号は、５５ページ番号１番から８７ページ番号６１番までです。内訳ですが、

「公社への売買」で、田が１件、面積が９，１９１㎡です。次に、「公社からの売買」で、  
田が１件、畑が２件、面積が合計２０，２３７㎡です。次に、「農地中間管理機構を通し 
ての賃貸借」で、田が２件、面積が合計２６，６６４㎡です。次に、「農地中間管理機構 
を通しての使用貸借」で、田が１件、面積が６０㎡です。次に、「新規の賃貸借」で、田 
が３１件、畑が２件、面積が合計３８８，００８㎡です。次に、「再設定の賃貸借」で、 
田が２４件、畑が１件、樹園地が１件、面積が合計３０７，５９２㎡です。議案第６号 
の合計としまして、田が６１件、畑が５件、樹園地が１件、合計６４件、面積が合計７ 
５１，７５２㎡です。 
それでは、売買価格について説明致します。５５ページをお開きください。５５ペー 

ジの番号１番の田は、１０a 当たり２５万円です。番号２番の畑は、総額６０万円、 
１０a 当たり約１９万４千円です。５６ページの番号３番の田・畑は総額４８０万円、 

 １０a 当たり約２８万円です。以上の計画要請の内容は、経営面積・従事日数など、農業 
経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると思われます。以上で説明

を終わります。 
 
議 長（山本康樹会長） 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第６号の質疑を終結致します。これより、議案第６号を採決致します。 

おはかり致します。議案第６号は、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第６号は、原案のとおり決定致しました。 

 

議 長（山本康樹会長）  

次に、「議案第７号農用地利用集積計画の決定について」を議題と致します。この案件につ 

いては、５番吉田秀美委員、９番秋田谷廣次委員、１１番成田金春委員、１８番斉藤鉄男委員が

関係している事案でございますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、

「議事参与の制限」により、当該事案の審議開始から終了まで退席をお願いします。関係議案

終了後に入室・着席していただきます。 

 

（５番吉田秀美委員、９番秋田谷廣次委員、１１番成田金春委員、１８番斉藤鉄男委員が退席） 

 

議 長（山本康樹会長） 

それでは、議案第７号について説明を求めます。 

 

事務局説明（秋田谷主事） 

それでは８８ページをお開きください。議案第７号について説明いたします。「農用地

利用集積計画の決定について」農用地利用集積計画を定めるため、農業経営基盤強化促

進法の規定により決定を求める。令和３年１月８日提出、つがる市農業委員会会長。 
議案第７号は、８８ページ番号９０１番から９０ページ番号９０５番です。内訳です 

が、「新規の賃貸借」で田が４件、畑が１件、面積が合計４２，８８１㎡です。次に、「再 
設定の賃貸借」で、田が１件、面積が７，３８６㎡です。議案第７号の合計としまして、

田が５件、畑が１件、合計５件、面積が合計５０，２６７㎡です。以上の計画要請の内

容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしていると思われます。以上で説明を終わります。 
 

議 長（山本康樹会長） 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第７号の質疑を終結致します。これより、議案第７号を採決致します。 

おはかり致します。議案第７号は、原案のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第７号は、原案のとおり決定致しました。５番吉田秀美委 
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員、９番秋田谷廣次委員、１１番成田金春委員、１８番斉藤鉄男委員、入室願います。 

 

（５番吉田秀美委員、９番秋田谷廣次委員、１１番成田金春委員、１８番斉藤鉄男委員は入室し着 

席） 

 

議 長（山本康樹会長） 

次に、「議案第８号贈与税の納税猶予及び不動産取得税の徴収猶予に関する証明（農業経 

営）について」を議題と致します。説明を求めます。 

 

事務局説明（吉田主事） 

９１ページをお開きください。議案第８号について説明いたします。「贈与税の納税猶 
予及び不動産取得税の徴収猶予に関する証明（農業経営）について」贈与税の納税猶予

の特例を受けている下記の受贈者は、租税特別措置法第７０条の４第１項の規定並びに

地方税法附則第１２条第１項の規定の適用を受ける農地等に係る農業経営を引き続き行

っていることの承認を求める。なお、証明願が遅延し提出されたときは、承認時と事情

が異なる場合を除き、追加し承認するものとする。令和３年１月８日提出、つがる市農

業委員会会長。 
  本案件は、贈与税の納税猶予、不動産取得税の徴収猶予を受けている方が引き続き猶

予を受けるため、３年に１回、税務署、県民局に前回の証明月日の翌日から３年間、現

在も変わらずに農業経営を行っている旨の証明を提出するためのものです。件数は９１

ページから９３ページに記載されている２９件です。 
また、納税猶予、徴収猶予を受けている受贈者は、通常、贈与者又は受贈者が死亡し

ない限り、第三者へ貸付や売買ができないという農地への縛りがかかりますが、議案の

備考欄に特定貸付と記載している案件は、贈与を受けてから年数が経過し高齢化したな

どの特定の要件を満たした場合に利用できる特定貸付制度を利用し、猶予を受けたまま

第三者に貸付している案件です。以上で説明を終わります。 
 
議 長（山本康樹会長） 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声があり） 

  

議 長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第８号の質疑を終結致します。これより、議案第８号を採決致します。 

おはかり致します。議案第８号は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第８号は、原案のとおり承認することに決定致しました。 

 
議 長（山本康樹会長） 

次に、「議案第９号贈与税の納税猶予及び不動産取得税の徴収猶予に関する証明（農業経

営）について」を議題と致します。この案件については ２１番工藤恒實委員が関係している事
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案でございますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき「議事参与の制限」

により、当該事案の審議開始から終了まで退席をお願いします。関係議案終了後に入室・着席

していただきます。 

 

（２１番工藤恒實委員退席） 

 

議 長（山本康樹会長） 

それでは、議案第９号について説明を求めます。 

 

事務局説明（吉田主事） 

９４ページをお開きください。議案第９号について説明いたします。「贈与税の納税猶

予及び不動産取得税の徴収猶予に関する証明（農業経営）について」本案件も議案８号

と同じく、引き続き猶予を受けるため３年に１回、税務署、県民局に現在も変わらずに

農業経営を行っている旨の証明を提出するためのもので、件数は１件です。以上で説明

を終わります。 
 

議 長（山本康樹会長） 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第９号の質疑を終結致します。これより、議案第９号を採決致します。

おはかり致します。議案第９号は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第９号は、原案のとおり承認することに決定致しました。 

２１番工藤恒實委員入室願います。 

 

（２１番工藤恒實委員、入室し着席） 

 

議 長（山本康樹会長） 

次に、「議案第１０号空き家バンク登録に係る農地の別段の面積及び区域の指定解除につ

いて」を議題と致します。説明を求めます。 

   

事務局説明（秋田谷主事）  

９５ページをお開き下さい。議案第１０号について説明いたします。「空き家バンク登

録に係る農地の別段の面積及び区域の指定解除について」農地法第３条第２項第５号の

規定の適用を受け、別段の面積及び区域の指定を受けた下記の農地について、区域の指

定を解除するため審議を求める。令和３年１月８日提出、つがる市農業委員会会長。 
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本案件の解除件数は１件、木造兼館燕口４４番２の畑７４９㎡の１筆です。 
提案理由としては、上記の農地は空き家に付属した農地として令和２年１１月９日

総会で別段の面積設定の指定区域として承認された後、同総会で農地法第３条の許可が

された農地です。この度、令和２年１１月１７日付けで所有権移転の登記申請をし、許

可内容どおり登記が完了した旨が法務局通知により確認できたことから、区域の指定解

除を求めるものとなっております。 
本案件は、宅地とともに取得する場合は、誰でも農地を取得できるよう１㎡の別段の

面積及び区域の指定をした農地を元の５０a の面積要件に戻すための解除です。今回の

指定解除により、この１筆については空き家バンクに付属する農地として農業委員会が

行う手続きはすべて完了することになります。以上で説明を終わります。 
 

議 長（山本康樹会長） 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第１０号の質疑を終結致します。これより、議案第１０号を採決致しま

す。おはかり致します。議案第１０号は、原案のとおり解除することに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１０号は原案のとおり解除することに決定致しました。 

 

議 長（山本康樹会長） 

次に、「議案第１１号公売買受適格者の証明について」を議題と致します。説明を求めます。 

 

事務局説明（西巻主事） 

それでは、９６ページをお開きください。議案第１１号「公売買受適格者の証明につ

いて」農地法第３条の適用を受ける土地について、下記のとおり農地等の買受適格証明

願の提出があったので、審議を求める。なお、当該適格者が最高価買受申出人となり農

地法第３条第１項の規定に基づく許可申請書を提出したときは、証明書の交付時と事情

が異なる場合を除き、許可するものとする。令和３年１月８日提出、つがる市農業委員

会会長。 
本案件は、西津軽土地改良区が１２月１１日付けで公告した８筆一括入札と３筆一括

入札の２件の公売への証明願です。入札日時は１月２６日午前１０時からで即日開札で

す。売却決定日時は２月２日午前１０時です。 
番号１番と２番のとおり願出人１名が２件の公売へ証明願を提出しております。農地

法第３条調査書１７ページのとおり農地法第３条第２項の各号には該当しないため、当

該土地の買受をするにあたり問題は無いものと思われます。以上で説明を終わります。 
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議 長（山本康樹会長） 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第１１号の質疑を終結致します。これより、議案第１１号を採決致しま 

す。おはかり致します。議案第１１号は、原案のとおり証明することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１１号は、原案のとおり証明することに決定致しました。 

 

議 長（山本康樹会長） 

次に、「議案第１２号贈与税の納税猶予及び不動産取得税の徴収猶予に関する適格者につ

いて」を議題と致します。説明を求めます。 

 

事務局説明（吉田主事） 

９７ページをお開きください。議案第１２号について説明します。「贈与税の納税猶予

及び不動産取得税の徴収猶予に関する適格者について」農地等の一括贈与に係る下記の

贈与者及び受贈者は、租税特別措置法第７０条の４第１項及び地方税法附則第１２条第

１項に規定する適格者であることの承認を求める。令和３年１月８日提出、つがる市農

業委員会会長。 
本案件に該当する適格者は、９７ページに記載されている１件であり、年齢、農業従事

年数、認定農業者などの適格要件を満たしております。 
なお、贈与税の納税猶予を受けるか、相続時精算課税制度を選択するか、不動産取得税

の徴収猶予を受けるかは、一括贈与を受けた受贈者の判断で申告することになります。 
 以上で説明を終わります。 
 

議 長（山本康樹会長） 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（「なし」の声があり） 

 

議 長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第１２号の質疑を終結致します。これより、議案第１２号を採決致しま

す。おはかり致します。議案第１２号は、原案のとおり承認することに、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声があり） 
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議 長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１２号は、原案のとおり承認することに決定致しました。 

 

議  長（山本康樹会長）(諸般の報告) 

次に、議事日程第４の諸般の報告について、事務局から説明があります。 

 

（吉田事務局説明） 

１．次期総会日程（案）について                      

１）日 時  令和３年２月１０日(水) 午後２時００分より 

場 所  つがる市役所 ３階会議室 

        （※現職農業委員での最後の総会） 

     

２）日 時  令和３年２月１２日(金) 午後２時００分より 

場 所  つがる市役所 ３階会議室 

        （※辞令交付及び組織会開催） 

          

２．事務連絡 

（佐藤次長説明） 

１）令和３年度つがる市農作業等標準額について  

        

（秋田谷主事説明） 

２）つがる市賃借料情報について                 

３）農用地のあっせんのお願いについて 

             

（工藤係長説明） 

４）農地利用最適化について                      

５）農業者年金加入推進記録簿について               

 

議 長（山本康樹会長） 

以上で、本日の議案の審議ならびに報告事項はすべて終了致しました。これで令和３

年第１回（１月）つがる市農業委員会総会を閉会致します。 

（午後２時５５分） 

 
 


