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1. 開催日時    令和 3年 10 月 12 日(金)  午後 2時 00 分から午後 2時 43 分 

2. 開催場所    生涯学習交流センター「松の館」 

3. 出席委員数   36 人中､34 人出席 

4. 出席委員名 

 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  20.三橋 弘   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  35.羽場 晃    36.浅見 春樹    計 34 人 

 

5. 欠席委員名 1.田戸岡 誠、19.盛 行春  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１３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５６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５７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５８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５９号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第６０号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第６１号 公売買受適格者の証明について 

 

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 11 回(10 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） 

稲刈りもほぼ終了し、例年であれば収穫の喜びを味わいながら支払い等を行っていく

ことと思いますが、今年は過去最高の米価下落となり、不安を抱えながら来年に向けて

の再生産の計画を立てなければいけない状況となってしまい、我が国のコメ政策の脆弱
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さがあらわになったと思います。 

先般、岸田内閣が発足したところですが、国内外の情勢に左右されない安定した米価

になる政策、農家が生きがいを持って仕事ができる政策を示してくれることを期待した

いものです。 

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 17 番鎌田誠委員、18 番福井清光 

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。 

報告第１３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５６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５７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５８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５９号 農用地利用集積計画の決定について 

議案第６０号 農用地利用集積計画の決定について 
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議案第６１号 公売買受適格者の証明について 

以上、報告１件、議案 6件、計 7件を上程致します。 

 

議 長（山本康樹会長）  

はじめに、「報告第１３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１３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１０

月１２日提出、つがる市農業委員会会長。 
報告第１３号は、番号１６１番から５ページ１６５番までの５件です。解約は田が５

件で面積は１１６，７３６㎡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。 
  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５６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） 

説明に入る前に、１件申請の取り下げがあったのでお知らせいたします。１０ページ 
の１９７番ですが、議案作成後の令和３年１０月１１日に申請の取り下げがあったため、

審議しないこととなりました。ご了承ください。 
それでは、６ページをお開きください。議案第５６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１０月１２

日提出、つがる市農業委員会会長。 

議案第５６号は、１０ページの１９７番を除いた、６ページの１８９番から１１ペー

ジの２０２番までの１３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２６，５８５㎡、畑が

１５，９１８㎡です。「贈与」が１０件で、田が１４６㎡、畑が２８，５３１㎡、樹園地

が８，５６１㎡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５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。６ページ、１８９番の畑は総額５０万円、

１０a当り約６万８千円、１９０番の田は１０a当り３０万円、１９１番の田と畑は１０

a当り１０万円です。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。 

 

（なしの声があれば） 

 

議  長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第５６号の質疑を終結致します。これより、議案第５６号を採 

決致します。おはかり致します。議案第５６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。 

 

（異議なしの声があれば） 

 

議  長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第５６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５７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、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。 

 

（２７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５７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１２ページをお開きください。議案第５７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１０月１２

日提出、つがる市農業委員会会長。 
議案第５７号は、１２ページ９０８番の１件です。所有権移転の「あっせんによる売

買」が１件で、田が２１，４１９㎡です。別添の農地法第３条調査書６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。１２ページ、９０８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。 
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（なしの声があれば） 

 

議  長（山本康樹会長）  

ないようですので、議案第５７号の質疑を終結致します。これより、議案第５７号を

採決致します。おはかり致します。議案第５７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。 

 

（異議なしの声があれば） 

 

議  長（山本康樹会長）  

ご異議なしと認めます。よって、議案第５７号は、原案のとおり許可することに決定

致しました。２７番藤本正彦委員、入室願います。 

 

（２７番藤本正彦委員が入室し着席） 

 

次に、「議案第５８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） 

１３ページをお開きください。議案第５８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１０月１２

日提出、つがる市農業委員会会長。 

番号２１番の申請地は、車力町の畑１筆で面積が５６２㎡です。譲受人の本社が西側

に隣接しており、その事業所として利用するために１０年間の使用貸借権を設定します。

所有者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、周辺は宅地や山林であり、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。 

次に、番号２２番の申請地は、木造土滝の畑１筆で面積が１５６㎡です。借家解消の

ため、住宅を新築する申請です。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番と２４番の申請地は、木造出来島の田と畑２筆で面積が合計で３２

７㎡です。風力発電機のためのボーリング調査をする一時転用で、令和４年４月３０日

まで賃貸借権を設定する申請です。どちらも農用地区域内の農地ですが、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。 

最後に、番号２５番、２６番、２７番の申請地は、柏稲盛の田７筆で面積が合計で８

５１．２㎡です。五能線の有道床化工事を行い、現場までの通路及び作業場、資材置場

として利用するため、令和４年３月３１日までの一時転用申請となります。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。 
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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。３番太田善造委

員、報告をお願い致します。 

 

（３番太田善造委員、報告） 

現地確認の報告をいたします。本日午前９時３０分より、「２３」番「長谷川」委員と

私「３」番「太田」、 事務局長と吉田主事の４人で確認してまいりました。 
１３ページの番号２１番の申請地は、しゃりき温泉より南西に約１８０ｍに位置し、

周辺は山林や宅地であり、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２２番の申請地は、土滝コミュニティ消防センターより北東に約２００ｍ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番と１４ページ２４番の申請地は、丸山コミュニティ消防センターより

北西に約１．４ｋｍに位置し、周辺は農地や池沼であるが、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２５番の申請地は柏インターチェンジより北西に約４５０ｍ、１５ページの

番号２６番と２７番は柏インターチェンジより北西に約４００ｍ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。 
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。 

 

（なしの声があれば） 

 

議  長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第５８号の質疑を終結致します。これより、議案第５８号を採 

決致します。おはかり致します。議案第５８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。 

 

(異議なしの声があれば) 

 

議  長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第５８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５９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。 

 

 



 7

事務局説明（成田主幹） 

それでは１６ページをお開きください。議案第５９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１０月１２日提出、つがる市農業委員会会

長。 

議案第５９号は、１６ページ 番号３２０番から３６ページ 番号３５６番までです。

内訳ですが、「農地中間管理機構を通しての賃貸借」で田が１件、面積が合計１２，６ 

４１㎡です。 

「新規の賃貸借」で田が２件、畑が１件、 面積が合計３４，６１６㎡です。次に「再

設定の賃貸借」で田が３３件、面積が合計４８３，４４１㎡です。議案第５９号の合計 

としまして田が３６件、畑が１件、合計３７件、面積が合計５３０，６９８㎡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。 

 

（なしの声があれば） 

 

議  長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第５９号の質疑を終結致します。これより、議案第５９号を

採決致します。おはかり致します。議案第５９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。 

 

（異議なしの声があれば） 

 

議  長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第５９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６０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、４番三橋衛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。 

 

（４番三橋衛委員が退席） 

 

議  長（山本康樹会長） 

それでは、議案第６０号について説明を求めます。 

 

事務局説明（成田主幹） 

それでは３７ページをお開きください。議案第６０号について説明いたします。「農用
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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１０月１２日提出、つがる市農業委員会

会長。 

議案第６０号は、３７ページ 番号９３１番です。内訳ですが「再設定の賃貸借」で、

田が１件、面積が合計７，１８１㎡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。 

 

（なしの声があれば） 

 

議  長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第６０号の質疑を終結致します。これより、議案第６０号を

採決致します。おはかり致します。議案第６０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。 

 

（異議なしの声があれば） 

 

議  長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第６０号は、原案のとおり決定致しました。４

番三橋衛委員、入室願います。 

 

（４番 三橋衛委員が入室し着席） 

 

議  長（山本康樹会長） 

次に「議案第６１号公売買受適格者の証明について」を議題といたします。説明を求

めます。 

 

事務局説明（西巻主事） 

それでは、３８ページをお開きください。議案第６１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３年１０月１２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９月２２日付けで公告した３件の公売への証明願です。

入札日時は３件とも同様で１０月２０日午前１０時からで即日開札です。売却決定日時

は１０月２７日午前１０時です。 
番号３番から５番のとおり願出人１名が３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７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
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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） 

説明が終わりました。これより質疑を行います。 

 

（なしの声があれば） 

 

議  長（山本康樹会長） 

ないようですので、議案第６１号の質疑を終結致します。これより、議案第６１号を

採決致します。おはかり致します。議案第６１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。 

 

（異議なしの声があれば） 

 

議  長（山本康樹会長） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第６１号は、原案のとおり証明することに決定

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。 

 

（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３年１１月１０日(水) 午後２時００分より 

場  所  旧制木造中学校講堂 

 

２） 日  時  令和３年１２月３日(金) 午後２時００分より 

   場  所  旧制木造中学校講堂 

 
２．事務連絡  

１）農用地あっせんのお願いについて（成田主幹） 

２）農業者年金加入推進（個別訪問）のお願いについて（小笠原主査） 

３）農地利用最適化業務について  （小笠原主査） 

 

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１１回（１０月）つがる市農業委員会総会を閉会致します。 

 

（午後２時４３分） 

 

 


