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1. 開催日時    令和 2年 8月 11日(火)  午後 4時 00分から午後 4時 46分 

2 .開催場所    つがる市生涯学習交流センター「松の館」１階交流ホール 

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  4.新岡  亮    

5.吉田 秀美   6.成田 正人   7.菊池 昭二  8.葛西 勝久    

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   17.三橋 弘     

18.斉藤 鉄男  19.成田 清繁   20.長谷川一幸  22.長谷川秀樹 

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

27.乳井 春光   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 9.秋田谷廣次、21.工藤 恒實、28.福井二三夫    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 

議案第 45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 46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 47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 48号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第 49号 農用地利用集積計画の決定について 

 

第 4  諸般の報告 

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 2年第 8回(8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。先日、米穀データ

バンクから 2020年産のコメの作況指数が発表になりました。全国では 98のやや不良、本県にお
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いては平年並みとの発表がありました。また、主食用米の需要量が毎年減少していること、在庫

量が前年より増加しているなどから、国においては飼料用米への切り替えを呼び掛けいている状

況にあります。 

本日の総会では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｡ 

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、24番藤本正彦(まさひこ)委員、25番工藤

正樹（まさき） 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) 

 

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｡ 

議案第 45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 46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 47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 48号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第 49号 農用地利用集積計画の決定について 

以上、議案 5件を上程致します。 
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議長 (山本康樹会長) 

はじめに、「議案第 45 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） 

 1ページをお開きください。議案第 45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」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 2年 8月 11日提出、つがる市農業委員会会長。 

議案第 45 号は、168 番から 5 ページ 178 番までの 11 件です。内訳は、所有権移転の「あっ

せんによる売買」が 3 件で田が 12,233 ㎡です。「贈与」が 8 件で田が 5,570 ㎡、畑が 42,999

㎡、樹園地が 23,418㎡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 4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。1ページ 168番の田は 10a当り 25万円、169番の田は

10a当り 24万円、1ページから 2ページにかけての 170番の田は 10a当り 20万円です。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 45号の質疑を終結致します。これより、議案第 45号を採決致

します。おはかり致します。議案第 45 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 45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 46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） 

6ページをお開きください。議案第 46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 2年 8月 11日提出、つがる市農業
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委員会会長。 

番号１番の申請地は、牛潟町の畑１筆で面積が 12,440 ㎡です。地盤高を下げ、畑として

利用するための一時転用です。この農地は、昨年 9月の総会で意見を求め可決し、県の許可

も下りましたが作業はほとんど進んでおらず、一時転用の期間である令和 2年 10月 10日ま

でに完了できないことから、作業継続のため再度申請するものです。農用地区域外の農地で

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。 

続いて番号 2番の申請地は、木造丸山の畑 2筆で面積は合計で 7,337㎡です。豚舎を新築

するための申請です。農用地区域内の農地であるが農業用施設用地として利用に供するもの

であり、周辺は原野や木村牧場所有の施設であることから、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） 

説明が終りました。質疑に入る前に、現地確認の報告を求めます。１３番今輝義委員、報

告をお願い致します。 

 

（13番 今輝義委員報告） 

現地確認の報告をいたします。本日午前９時１５分より、「１７」番「三橋」委員と私「１

３」番 「今」、 事務局長と吉田主事の４人で確認してまいりました。６ページの番号１番の

申請の場所は、車力出張所より南西に約１．８キロメートルに位置し周辺は農地と山林である

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。 

次に番号２番の申請の場所は、木造丸山にある株式会社木村牧場の敷地内にあり、周辺は原

野や保安林、木村牧場所有の施設であるが、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。 

 

質問：（20番 長谷川一幸委員） 

   以前も問題になりましたが、木村牧場からの臭いがすごい。豚舎の新築にあたり何か対策

を講じていますか。 

 

答弁：事務局（吉田主事） 

   新築する際は、脱臭装置を付けて対策を講ずることになっています。 

 

答弁：事務局（吉田局長） 

   今回、新築する豚舎には、今まで以上の脱臭装置を付ける予定です。また、新築する豚舎

には、既設の古い豚舎から豚を移し、古い豚舎を解体しながら随時新しい施設を建てていく

予定と聞いております。 



 5 

意見：（4番 新岡亮委員） 

    豚の尿処理について、適正に処理をしているのか確認してほしい。敷地内で地下水を汲み

上げて尿を薄め、それを隣接する沼に流していると聞いている。農業委員会からも指導して

いただきたい。 

 

答弁：山本康樹会長 

   新築する際には、事務局と一緒に現地を確認しながら指導していきたいと思います。 

 

議長（山本康樹会長） 

他にないようですので、議案第 46 号の質疑を終結致します。これより、議案第 46 号を採

決致します。おはかり致します。議案第 46 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 46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 47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） 

 7ページをお開きください。議案第 47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」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 2年 8月 11日提出、つがる市農業委員会会

長。番号 22番の申請地は、木造平滝の田が１筆で面積が 396㎡です。借家解消のため住宅を新

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。 

次に番号 23番の申請地は、森田町床舞の田が１筆で面積が 297㎡です。借家解消のため住宅

を新築するための申請です。周辺は農地や宅地、雑種地であるが、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） 

説明が終りました。質疑に入る前に、現地確認の報告を求めます。13番今輝義委員、報告を 

お願い致します。 
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（13番 今輝義委員報告） 

現地確認の報告をいたします。本日午前 9時 15分より、「17」番「三橋」委員と私「13」番 「今」、 

事務局長と吉田主事の 4人で確認してまいりました。7ページの番号 22番の申請の場所は、木

造平滝の柏風園より東に約 150ｍ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。次に番号 23番の申請の場所は、陸奥森田駅より南西

に約 190ｍに位置し周辺は農地や宅地、雑種地であるが、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 47号の質疑を終結致します。これより、議案第 47号を採決致し

ます。おはかり致します。議案第 47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） 

異議なしと認めます。よって、議案第 47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 48 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） 

  それでは 8 ページをお開きください。議案第 48 号「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 

2 年 8 月 11 日提出、つがる市農業委員会会長。議案第 48 号は、8 ページの番号 242 番から 20 

ページ番号 272 番までです。内訳ですが、「新規の賃貸借」で、田が 2 件で、面積が 5,977 ㎡、 

「新規の使用貸借」で、畑が 2 件、面積が 12,665 ㎡、「再設定の賃貸借」で、田が 26 件、面 

積が 234,997 ㎡、「再設定の使用貸借」で、樹園地が 1 件、面積が 2,994 ㎡です。議案第 48 号 

の合計としまして、田が 28 件、畑が 2 件、樹園地が 1 件、合計 31 件、面積が合計 256,633 ㎡ 

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。 
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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 48 号の質疑を終結致します。これより、議案第 48 号を採決致

します。 

おはかり致します。議案第 48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 48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 49 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） 

 それでは 21 ページをお開きください。議案第 49 号「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

2 年 8 月 11 日提出、つがる市農業委員会会長。議案第 49 号は、21 ページの番号 911 番と 912

番です。内訳ですが、「再設定の賃貸借」で田が 2 件で、面積が 17,150 ㎡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 49 号の質疑を終結致します。これより、議案第 49 号を採決致

します。 

おはかり致します。議案第 49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） 
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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 49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、追加議案について事務局長より説明させます。 

 

事務局長（吉田真也） 

つがる市農業委員会会議規則では、3 日前までに公示し委員の皆様方に議案を配布するこ

とになっております。「議案第 50号公売買受適格者の証明について」につきましては、委員

の皆様方に議案を送付後に申請を受けたものでありますが、公売の入札日が 8 月 21 日とな

っており、公売の独自性・緊急性から、追加提案する運びとなったものであります。ご了承

くださるようお願いいたします。 

 

議長（山本康樹会長） 

ただ今、事務局長から説明があった「議案第 50号公売買受適格者の証明について」を追加

し、議題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） 

 

議長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって「議案第 50 号公売買受適格者の証明について」を追加し、

議題とすることに決定されました。 それでは、議案第 50号について説明を求めます。 

 

事務局説明（西巻主事） 

  お手元に配布の追加議案をお開きください。議案第 50 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等となり農地法第 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 2 年 8 月 11 日提出、つがる市農業委員会会長。 

本案件は、屏風山土地改良区が 7 月 29 日付けで公告した計 2 件の 2 筆一括入札公売への

買受適格証明願です。入札に間に合わせるため急遽、追加議案となりました。入札日時は 8

月 21 日午前 10 時からで即日開札です。売却決定日時は 8 月 28 日午前 10 時です。番号 8

番から 11 番のとおり願出人 2 名がそれぞれ 2 件の公売へ証明願を提出しており、計 4 件の

申請となっております。いずれも 1 枚紙の別紙で配布しております、農地法第３条調査書 5

ページから 6 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。 

 

 

議長（山本康樹会長） 
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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 50号の質疑を終結致します。これより、議案第 50号を採決致

します。おはかり致します。議案第 50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 50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。 

 

 （吉田事務局長説明） 

１．次期総会日程（案）について                      

1）日  時  令和２年９月３日(木) 午後２時００分より 

２  場  所  つがる市生涯学習交流センター「松の館」 視聴覚室 

 

2）日  時  令和２年１０月１２日(月) 午後２時００分より 

２）場  所  つがる市生涯学習交流センター「松の館」 視聴覚室 

 

２．事務連絡 

（佐藤次長説明） 

1）｢農業委員･農地利用最適化推進委員等の公務災害補償制度｣の加入について 

 

（秋田谷主事説明） 

2）農用地のあっせんのお願いについて  

   

（農林水産課 成田補佐説明） 

    3）つがる市農業委員会委員の募集について  

 

（佐藤次長説明） 

4）令和２年度西・つがる地区農業委員会連絡協議会の表彰について 
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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。以上をもって、「令

和 2年第 8回（8月）つがる市農業委員会総会」を閉会致します。 

 

（午後 4 時 46 分）


