
令和３年第１３回１２月 
 

 

つがる市農業委員会総会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つ が る 市 農 業 委 員 会 



 

 

1. 開催日時    令和 3年 12 月 10 日(金)  午後 2時 00 分から午後 2時 50 分 

2. 開催場所    旧制木造中学校講堂 

3. 出席委員数   36 人中､34 人出席 

4. 出席委員名 

 1.田戸岡 誠  2.古坂 勇樹  3.太田 善造  4.三橋 衛    5.工藤 育江 

 6.野宮富喜子  8.新岡 亮      7.笠井 正己  9.吉田 秀美  10.菊池 昭二  

11.葛西 勝久 12.秋田谷廣次  13.工藤しのぶ  14.成田 金春   15.杉森 広宣  

16.今    輝義 17.鎌田   誠  18.福井 清光  19.盛 行春      21.斉藤 鉄男 

 22.成田 清繁 23.長谷川一幸  24.工藤 恒實  25.長谷川 秀樹  26.小山内  壽  

27.藤本 正彦 28.工藤 正樹 29.稲葉 武彦  30.福井二三夫   31.工藤 宰    

32.横山 治彦 33.山本 康樹  34.神    文敏  36.浅見 春樹    計 34 人 

 

5. 欠席委員名   20.三橋 弘 35.羽場 晃  計 2 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１６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 

報告第１７号 公売買受適格者に係る農地法第３条許可書の交付について 

議案第６９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７０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７１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７２号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について 

議案第７３号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第７４号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第７５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 

 

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  幹：成田 圭吾  主 査：小笠原 瞳  主  事：吉田 純也 

主  事：西巻 塁斗  計 7 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 13 回(12 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｡ 
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会長あいさつ（山本康樹） 

 師走ということで、今年を振り返ってみますと米価下落が一番の話題と思います。下

落に伴い、つがる市はいち早く１０アール当たり５，８００円を現金支給するという支

援策を講じ、それに続けと近隣市町村も様々な支援を講じてきました。 
過去には２０１４年の年も米価が下落し１俵あたり７，３００円、翌２０１５年には

９，０００円まで回復したこともありました。今年８，０００円のまっしぐらが来年ど

こまで回復してくれるのか興味深く思っております。 
米価下落の要因は在庫の積み増しと言われ、今回はコロナ禍によって外食産業におけ

る米の消費量が滞ったことが大きな原因になっているそうです。 
来年、政府は６７５万トンの米の消費量を見込んでいますが、在庫してある米を考慮

すれば全国的な減反は避けられないと思われます。 
本日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３４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 22 番成田清繁委員、23 番長谷川一 

幸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。 
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報告第１６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 

報告第１７号 公売買受適格者に係る農地法第３条許可書の交付について 

議案第６９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７０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７１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７２号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について 

議案第７３号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第７４号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第７５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 

 

以上、報告 2 件、議案 7 件、計 9件を上程致します。 

 

議 長（山本康樹会長）  

はじめに、「報告第１６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」及び 

「報告第１７号公売買受適格者に係る農地法第３条許可書の交付について」を事務局から報

告させます。 

 

事務局報告（西巻主事） 

  それでは、１ページをお開きください。報告第１６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  
報告第１６号は、番号１８１番から１０ページ２００番までの２０件です。解約は田

が２０件で面積は１８２，８３２㎡、畑が１件で面積は１，４６６㎡です。 
解約の理由はすべて合意による解約となっております。以上で報告を終わります。 
続いて、１１ページをお開きください。報告第１７号について説明いたします。 

「公売買受適格者に係る農地法第３条許可書の交付について」最高価買受申出人とな  
った公売買受適格者からの農地法第３条第１項の規定に基づく許可申請について、下 
記のとおり許可書を交付したので報告する。令和３年１２月１０日提出、つがる市農

業委員会会長。 
１１ページの番号６番は、１１月１５日の西津軽土地改良区の公売入札に参加する 

ため申請し、１１月の総会において買受適格者の証明がされたものです。最高価買受

申出人となった買受適格者に対し、申請時と事情が変わらないため、１１月２２日に

農地法第３条許可書を交付しました。以上で報告を終わります。 
 
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６９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。 
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事務局説明（西巻主事） 

それでは、１２ページをお開きください。議案第６９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  
１２月１０日提出、つがる市農業委員会会長。 
議案第６９号は、１２ページの２２３番から２１ページの２４２番までの２０件で 

す。内訳は、所有権移転の「あっせんによる売買」が５件で、田が４４，４０４㎡、

「一般の売買」が１件で、田が２９６㎡、畑が６８４㎡、「贈与」が１１件で、田が２

５，２５１㎡、畑が４，２２４㎡です。 
また、使用貸借権設定が２件で、田が３５，８５２㎡、畑が４２９㎡、賃借権の設

定が１件で、田が１１，９８８㎡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７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いたします。１２ページ、２２３番の田は１０a 当り２  

５万円、２２４番の田は総額２５０万円、１０a 当り約２５万５千円、２２５番の田は  
１０a 当り２０万円、１３ページ、２２６番の田は１０a 当り２０万円、２２７番の田  
は１０a 当り３０万円、１４ページ、２２８番の田と畑は総額２千円です。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６９号の質疑を終結致します。これより、議案第６９号を採決致しま

す。おはかり致します。議案第６９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６９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７０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、１５番杉森広宣委員、２７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。 

 

（１５番杉森広宣委員、２７番藤本正彦委員が退席） 
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議 長（山本康樹会長）  

それでは、議案第７０号について説明を求めます。 

 

事務局説明（西巻主事） 

それでは２２ページをお開きください。議案第７０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１２ 
月１０日提出、つがる市農業委員会会長。 
議案第７０号は、２２ページ９１１番から２３ページ９１４番までの４件です。所有

権移転の「あっせんによる売買」が１件で、田が６，１９１㎡、「贈与」が１件で、田が

１２２㎡です。農地の「交換」が９１３番と９１４番の１組２件となっております。 
別添の農地法第３条調査書８ページから９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いたします。２２ページ、９１１番の

田は 10a 当たり 30 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７０号の質疑を終結致します。これより、議案第７０号を採決致しま

す。おはかり致します。議案第７０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７０号は、原案のとおり許可することに決定致しました。 

１５番杉森広宣委員、２７番藤本正彦委員、入室願います。 

 

（１５番杉森広宣委員、２７番藤本正彦委員が入室し着席） 

 

議 長（山本康樹会長） 

次の議案第７１号については、本職が関係しておりますので、議長を藤本会長職務代理者

にお願いしたいと思います。それでは、藤本会長職務代理者、よろしくお願い致します。 

 

(山本会長が議長席から退席し、｢自席｣へ移動) 

 

(藤本会長職務代理者が、｢議長席｣に着く) 

 

議 長 (藤本会長職務代理者) 

会長職務代理者の藤本です。暫時

ざんじ

の間、議長を務めますのでよろしくお願い致します。 
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それでは、「議案第７１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３３番山本康樹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。 

 

 

議 長 (藤本会長職務代理者) 

それでは、議案第７１号について説明を求めます。 

 

事務局説明（西巻主事） 

それでは２４ページをお開きください。議案第７１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１２ 
月１０日提出、つがる市農業委員会会長。 
議案第７１号は、２４ページ９１５番の１件です。所有権移転の「贈与」が１件で、

田が９９１㎡、畑が５４４㎡です。別添の農地法第３条調査書１０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 (藤本会長職務代理者) 

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 (藤本会長職務代理者) 

ないようですので、議案第７１号の質疑を終結致します。これより、議案第７１号を採決致しま 

す。おはかり致します。議案第７１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 (藤本会長職務代理者) 

ご異議なしと認めます。よって、議案第７１号は原案のとおり許可することに決定致しました。

３３番山本康樹委員入室願います。 

 

（３３番 山本康樹委員の入室・着席後に進行する） 

 

議 長 (藤本会長職務代理者) 

ここで、議長を山本会長に交代致します。ご協力ありがとうございました。 

 
(藤本会長職務代理者が議長席から退席し｢自席｣へ移動、山本会長が、｢議長席｣に着く) 



 

 

議 長（山本康樹会長） 

次に「議案第７２号つがる市農業振興地域整備計画の変更案に関する意見について」を議

題と致します。説明を求めます。 

 

事務局説明（吉田主事） 

２５ページをお開きください。議案第７２号「農業振興地域整備計画の変更に係る意

見について」農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第１項の規定により、

つがる市長から下記のとおり依頼があったので意見を求める。令和３年１２月１０日提

出、つがる市農業委員会会長。 
番号１番の農地の所在地は、森田町森田の樹園地１筆で面積が３，８８７㎡です。 果樹経営

支援対策事業を実施し、りんごを改植するためにその農地が農振農用地区域であることが条件

であることから、農用地区域への編入申請となっております。現況はりんごが栽培されている樹

園地となっており、前述のとおり事業を実施し今後も農地として利用していくことから、農用地区

域へ編入しても問題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。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７２号の質疑を終結致します。これより、議案第７２号を採決致しま

す。おはかり致します。議案第７２号は、原案のとおり変更することに、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７２号は、原案のとおり承認する旨、つがる市長に回

答いたします。 

 

議 長（山本康樹会長） 

次に、「議案第７３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（成田主幹） 

    それでは２６ページをお開きください。議案第７３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１２月１０日提出、つがる市農

業委員会会長。 

議案第７３号は、２６ページ 番号３１番から、６０ページ 番号４７６番までです。 

内訳ですが、「公社への売買」で、田が１件、面積が３，１７７㎡です。 

次に、「公社からの売買」で、樹園地が１件、面積が１，９００㎡です。次に、「農地  
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中間管理機構を通しての賃貸借」で、田が１件、面積が合計４０，９６１㎡です。

次に、「農地中間管理機構を通しての使用貸借」で、田が２件、畑が１件、面積が合計

４１，８７５㎡です。次に、「農地中間管理機構を通しての再設定の賃貸借」で、田が

１件、面積が合計１４，３６５㎡です。次に、「新規の賃貸借」で、田が３４件、畑が

１件、 面積が合計４５０，７１１㎡です。次に、「新規の使用貸借」で、田が１件、樹

園地が１件、 面積が合計７，２８５㎡です。次に、「再設定の賃貸借」で、田が１８

件、畑が１件、面積が合計２３２，１９８㎡です。次に、「再設定の使用貸借」で、畑

が１件、面積が合計１６５㎡です。 

議案第７３号の合計としまして、田が５８件、畑が４件、樹園地が２件、合計６４件、 

面積が合計７９２，６３７㎡ですが、田と畑両方の賃貸借が１件ありますので、番

号で数えると６３件になります。 
それでは、売買価格について説明致します。２６ページをお開きください。２６ペ

ージ番号３１番の田は、総額１００万円、１０a 当り 約３１万５千円です。次に、番

号３２番の畑は、総額９５万円、１０a 当り５０万円です。 
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１

８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７３号の質疑を終結致します。これより、議案第７３号を採決致しま

す。おはかり致します。議案第７３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７３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７４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、１３番工藤しのぶ委員、１８番福井清光委員、１９番盛行春委員、２１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。 

 

（１３番工藤しのぶ委員、１８番福井清光委員、１９番盛行春委員、２１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７４号について説明を求めます。 
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事務局説明（成田主幹） 

それでは６１ページをお開きください。議案第７４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１２月１０日提出、つがる市農業委

員会会長。 

議案第７４号は、６１ページ 番号９３６番から６６ページ 番号９４０番までです。 

内訳ですが、「新規の賃貸借」で、田が２件、面積が合計７２，２１３㎡です。次に、 

「再設定の賃貸借」で、田が３件、面積が合計６５，７１７㎡です。 

議案第７４号の合計としまして、田が５件、面積が合計１３７，９３０㎡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１

８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７４号の質疑を終結致します。これより、議案第７４号を採決致し 

ます。おはかり致します。議案第７４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７４号は、原案のとおり決定致しました。１３番工藤し

のぶ委員、１８番福井清光委員、１９番盛行春委員、２１番斉藤鉄男委員、入室願います。 

 

（１３番工藤しのぶ委員、１８番福井清光委員、１９番盛行春委員、２１番斉藤鉄男委員が入室し着

席） 

 

次に、「議案第７５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） 

６７ページをお開きください。議案第７５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３年１２

月１０日提出、つがる市農業委員会会長。 

番号３０番の申請地は、柏桑野木田の畑１筆で面積が８１１㎡です。農業用倉庫を

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。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。質疑に入る前に、現地確認の報告を求めます。２番古坂勇樹委員、

報告をお願い致します。 

 

（２番古坂勇樹委員、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、「３４」番「神」委員と私「２」番 「古  

坂」、 事務局長と吉田主事の４人で確認してまいりました。６７ページの番号３０番の申請の 

場所は、柏分庁舎より北東に約４８０ｍ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７５号の質疑を終結致します。これより、議案第７５号を採決致しま

す。おはかり致します。議案第７５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７５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。 

 

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。 

 

事務局説明 

 

１．次期総会日程（案）について  （吉田事務局長） 

1） 日 時  令和４年１月７日(金) 午後４時００分より 

２） 場 所  つがる市役所 ３階会議室 

 

2） 日 時  令和４年２月１０日(木) 午後２時００分より 

２） 場 所  つがる市役所 ３階会議室 

                      

２．事務連絡  

   １） つがる市新年祝賀会について（佐藤次長） 

      ・開催日時：令和４年１月４日（火） 午前１１時 

      ・開催場所：生涯学習交流センター「松の館」 

      ・会   費：１，０００円  
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      ・申込締切：１２月２０日（月） 

      ・申込方法：会費を添えて市役所総務課又は各出張所へ申し込み 

２） 令和３年度個人表彰の伝達について（佐藤次長） 

・永年勤続農業委員表彰【勤続 20 年以上】  稲葉 武彦氏 

・農政功労農業委員表彰【勤続 10 年以上】  藤本 正彦氏 

        ※西・つがる地区協議会から 3年毎に推薦 

３）農業者年金制度改正について   （小笠原主査） 

４）農業者年金加入推進活動について （小笠原主査） 

５）農用地のあっせんのお願いについて（成田主幹） 

 

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。その他の件に

ついて、委員より発言がございましたら、お願いします。 

 

（発言なし） 

 

議 長（山本康樹会長） 

以上をもって、「令和３年第１３回（１２月）つがる市農業委員会総会」を閉会致します。   


