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藤崎町農業委員会総会議事録

１.開会日時 平成２５年 ３ 月１５日（金） 午前１０時

２.開会場所 常盤生涯学習文化会館（多目的ホール）

３.閉会日時 平成２５年 ３ 月１５日（金） 午前１０時２０分

４.総会に出席した農業委員（２２名）

1 番 佐藤 晃雄 2番 中田 広志 3 番 對馬 誠 4番 新谷 博之

5 番 佐藤 眞理子 6番 古川 亮一 7 番 福士 晴丸 8番 工藤 勲

9 番 佐藤 夕記子 10番 舘山 昭一 12 番 野呂 與志勝 13番 石動 邦彦

14 番 安原 義太郎 15番 野呂 廣志 16 番 佐藤 秀子 17番 横山 英樹

18 番 新谷 弘美 19番 天内 正博 21 番 小杉 繁一 23番 佐藤 勝雄

24 番 佐々木 忠信 25番 佐々木 壽德

５.総会を欠席した農業委員（３名）

11 番 山内 敏 20番 藤林 雪雄 22 番 相坂 鐵榮

６.総会で定められた会議録署名者の氏名

12 番 野呂 與志勝 13番 石動 邦彦

７.総会参与の氏名

事務局長 三上 正裕

８.総会書記の氏名

局長補佐 對馬 一 主査 工藤 和也

９.総会に提案した議案

報告第 ８号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について

報告第 ９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１０号 農地使用貸借合意解約書の受理について

議案第 ９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１０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１１号 農用地利用集積計画の決定について
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１０．審議内容

事務局長

工藤会長

事務局長

議長

議長

9番委員

議長

4番委員

議長

21番委員

議長

事務局

総会に入る前に資料の確認をいたします。

本日の資料は「総会議案」、のみとなっております。

配布漏れはございませんか。

次に、委員から欠席の連絡がありましたので、報告致します。

11番「山内敏」、20番「藤林雪雄」、22番「相坂鐵榮」委員から欠席の連絡が入っており

ます。

なお、総会での発言等では、個人情報に配慮し、案件等の個人が特定されないよう重

ねてお願い申し上げます。

それでは開会にあたり、工藤会長からあいさつを申し上げます。

（あいさつ。）

それでは、会議に入りますが議長には会議規則第４条により「工藤会長」に議長を務

めさせていただきます。

それでは、暫時の間、議長を務めますのでよろしくお願いいたします。

ただいままでの出席委員数でございますが、２５名中 ２２ 名が出席しておりますの

で、本日の総会は成立致しました。

例によりまして議事録署名者の指名に入るわけでありますが、私から指名して差し支

えないかお諮りいたします。

（異議なし。の声）

ご異議がございませんので、議事録署名者に12番「野呂與志勝」さん、13番「石動邦」

さんの、ご両名にお願いを致します。

議案の内容、その他につきましては事務局より説明いたさせます。

議案に入る前に、本日、出席の農協、共済、土地改良区の推薦各委員から報告事項が

ございましたら、報告をお願い致します。

つがる弘前農協推薦の「天内委員」何かございますで、しょうか。

ありません。

ひろさき広域農業共済組合推薦の「新谷委員」、何かございますで、しょうか。

ありません。

次に、浅瀬石川土地改良区の「小杉委員」何か、ございますで、しょうか。

ありません。

それでは報告議案に入ります。

報告第８号「農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について」、報告第

９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１０号「農

地使用貸借合意解約書の受理について」事務局、説明願います。

報告第８号について、ご説明申し上げます。

今回、届出のあった件数は１件でございます。

資料記載のとおり、藤越字東亀田１４番５、田、2,947㎡ほか4筆、合計5筆、6,377

㎡を被相続人から相続により所有権移転した旨の報告がありましたので、報告するもの

であります。
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議長

議長

議長

事務局

議長

事務局

続きまして報告第９号について、ご説明申し上げます。

今回、届出のあった件数は４件でございます。

番号１、藤越字東一本木６０番、田、1,876㎡ほか２筆、合計３筆、6,780㎡。番号２、

中野目字前田南１５３番、田、74㎡ほか２筆、合計３筆、1,996㎡。番号３、中野目字

前田南１５５番、田、2,848㎡。番号４、若松字早稲田５６番の内、田、1,481㎡ほか１

筆、合計２筆、8,153㎡で、報告９号は、資料記載のとおり貸付人及び借受人から、農

地法第１８条第６項の規定により、賃貸借の合意解約した旨の通知があったので報告す

るものであります。

続きまして報告第１０号について、ご説明申し上げます。

今回、届出のあった件数は３件でございます。

番号１、久井名舘字早稲田７２８番、田、659㎡。番号２、福舘字前田７１番１、田、

9,046㎡ほか８筆、合計９筆、19,016㎡。番号３、福舘字前田１７番、田、1,100㎡ほか

１０筆、合計１１筆、30,710㎡。報告第１０号は、農地法により使用貸借している土地

を合意解約した旨の通知があったので、報告するものであります。

報告案件の説明は以上です。

（暫時休憩）

（16番委員退席）

会議を再開します。ただいま、事務局から報告第８号、報告第９号、報告第１０号ま

で説明がありましたが、何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。

（なし、の声）

ないようですので、報告第８号、報告第９号、報告第１０号まで承認したものと認め

ます。

（暫時休憩）

（16番委員着席）

会議を再開します。議案第９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」を議題といたします。

事務局、説明願います。

議案第９号について、ご説明申し上げます。

今回の申請内訳は、使用貸借１件、賃貸借１件、所有権移転が２件の合計４件であり

ます。

番号１の申請地は、資料記載のとおり、福舘字前田７１番１、田、9,046㎡ほか８筆

合計９筆、19,016㎡を、子から親へ20年間の使用貸借権を設定しようとする申請があった

ことから許可を求めるものであります。

番号２の申請地は、資料記載のとおり、若松字安田８９番、田、888㎡ほか1筆、合計

２筆、2,042㎡を、貸付人から借受人へ５年間の賃貸借権設定を、しようとする申請が

あったことから許可を求めるものであります。

番号３の申請地は、資料記載のとおり、榊字稲村２９番１、田、5,912㎡ほか２筆、

合計３筆、6,687㎡を、親から子へ、贈与しようとする申請があったことから許可を求め

るものであります。

番号４の申請地は、資料記載のとおり、藤崎字中真那板１０１番１、畑、582㎡ほか

２筆、合計３筆、1,351㎡を、所有権移転しようとする申請があったことから許可を求

めるものであります。

場所は、議案第９号番号４として添付した図面のとおり、県道前坂・藤崎線を弘前方

向へ進み、白子集落の福田商店脇の町道を通り、一級河川平川と岩木川の合流地点の西
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議長

議長

議長

事務局

議長

議長

議長

事務局

側に位置しております。

以上です

ただいま、議案第９号を事務局より説明いたしましたが、これについて、何か、ご意

見、ご質問ございませんでしょうか。

ご審議願います。

（なし、の声）

ないようですので、議案第９号は、原案どおり決定してよろしゅうございますか。

（はいの声）

はい、それでは、議案第９号は原案どおり決定いたします。

次に議案第１０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」を議題といたします。

事務局、説明願います。

議案第１０号について、ご説明申し上げます。

今回の申請内訳は、使用貸借が１件であります。

資料記載のとおり林崎字亀田１７７番１２、畑、253㎡の土地に住宅を建築するため、

農地法第５条の規定に基づき、農地転用の許可を得るため本委員会に許可申請があったこ

とから、意見を求めるものであります。

場所は、議案第１０号番１号として添付した図面のとおり、県道太田・藤崎線を板柳方

向へ進み、林崎入口看板より約７０ｍ先の左に位置しております。

以上です

ただいま、議案第１０号を事務局より説明いたしましたが、これについて、何か、ご

意見、ご質問ございませんでしょうか。

ご審議願います。

（なし、の声）

ないようですので、議案第１０号は、原案どおり決定してよろしゅうございますか。

（はいの声）

はい、それでは、議案第１０号は原案どおり決定いたします。

次に議案第１１号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたします。

事務局、説明願います。

議案第１１号について、ご説明申し上げます。

申請があった内訳は利用権設定新規が８件、利用権再設定１６件、所有権設定１件の

合計２５件であります。

番号１から番号８までは、資料記載のとおり、借受人の経営規模拡大のため、５年を

終期に藤崎町農業経営基盤強化促進事業により、賃貸借権を設定しようとする申出があ

ったことから許可を求めるものであります。

番号９から番号２４までは、資料記載のとおり、利用権の再設定でありますので、説

明は省略とさせていただきます。

番号２５は、資料記載のとおり所有権移転で矢沢字種増１２０番、田、3,146㎡ほか

１筆、合計２筆、6,074㎡を買い手の経営規模拡大を目的に、藤崎町農業経営基盤強化
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議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

議長

促進事業により所有権移転しようとする申出があったので、農用地利用集積計画の決定

を求めるものであります。

場所は、議案第１１号番１号として添付した図面のとおり、県道五林平・藤崎線を板柳

方向へ進み、新和コンクリート工業手前を右折し、約３００ｍ先をさらに右折し、約３５

０ｍ先の農道の両サイドに位置しております。

以上です

ただいま、議案第１１号について事務局より説明いたさせましたが、番号６・８・９

番を除き、何かご意見、ご質問ございませんでしょうか。

ご審議願います。

（なし、の声）

ないようですので、議案第１１号の番号６・８・９番を除き原案どおり決定してよろ

しゅうございますか。

（はいの声）

はい、それでは、議案第１１号の番号６・８・９番を除き原案どおり決定いたします。

（暫時休憩）

（25番委員退席）

会議を再開します。議案第１１号番号６について、ご意見、ご質問ございませんでし

ょうか。

ご審議願います。

（なし、の声）

ないようですので、議案第１１号の番号６は原案どおり決定してよろしゅうございま

すか。

（はいの声）

はい、それでは、議案第１１号の番号６は原案どおり決定いたします。

（暫時休憩）

（25番委員着席）

（16番委員退席）

会議を再開します。議案第１１号番号８について、ご意見、ご質問ございませんでし

ょうか。

ご審議願います。

（なし、の声）

ないようですので、議案第１１号の番号８は原案どおり決定してよろしゅうございま

すか。

（はいの声）
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議長

議長

（13番委員）

事務局

（13番委員）

議長

議長

議長

議長

はい、それでは、議案第１１号の番号８は原案どおり決定いたします。

（暫時休憩）

（16番委員着席）

会議を再開します。議案第１１号番号９について、ご意見、ご質問ございませんでし

ょうか。

ご審議願います。

町全体で利用権設定している面積は、どのくらいありますか。

今、手持ち資料がありませんので、次回の総会時に報告します。

分かりました。

他にありませんか。

（なし、の声）

ないようですので、議案第１１号の番号９は原案どおり決定してよろしゅうございま

すか。

（はいの声）

はい、それでは、議案第１１号の番号９は原案どおり決定いたします。

以上で本日の総会に付託された、全議案は終了致しました。

以上、総会の顛末を記録、その事実に相違ないことを認めるためここに署名する。

平成２５年３月１５日

議 長 工 藤 勲

議事録署名者 １２番 山 内 敏

議事録署名者 １３番 野 呂 與 志 勝


