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藤崎町農業委員会総会議事録

１.開会日時 平成２７年１月１６日（金） 午前１０時００分

２.開会場所 役場三階大会議室

３.閉会日時 平成２７年１月１６日（金） 午前１０時２０分

４.総会に出席した農業委員（18名）

1 番 舘山 昭一 4番 相坂 鐵栄 5番 小杉 繁一 6番 山内 敏

7 番 野呂 廣志 8番 古川 亮一 9番 佐藤 勝雄 10番 新谷 弘美

11番 佐々木 寿徳 12番 佐藤 眞理子 14番 中田 広志 15番 福士 晴丸

16 番 横山 英樹 17番 佐藤 誠 18番 安原 義太郎 20番 藤林 雪雄

21番 野呂 與志勝 22番 佐藤 晃雄

５.総会を欠席した農業委員（4 名）

2 番 新谷 博之 3番 對馬 武範 13番 佐藤 秀子 19番 石動 邦彦

６. 総会で定められた会議録署名者の氏名

14 番 中田 広志 15番 福士 晴丸

７.総会参与の氏名

８.総会書記の氏名

局長補佐 對馬 一 主幹 佐々木 泰人

９.総会に提案した議案

報告第１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

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

野呂会長

事務局長

議長

議長

議長

17番委員

議長

6番委員

議長

20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。

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、野呂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「野呂会長」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、全委員が出席しておりますので、

本日の総会は成立いたしました。

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14番「中田広志」さん、15番「福

士晴丸」さんの、ご両名にお願いをいたします。

議案の内容、その他につきましては事務局より説明をさせます。

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、報告をお願いいします。

つがる弘前農協推薦の「佐藤委員」何かございますで、しょうか。

ありません。

津軽みらい農協推薦の「山内委員」何かございますで、しょうか。

ありません。

浪岡川土地改良区の「藤林委員」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 1 号「農地法第 3条の第１項の規定による届出書の受理につて」、を議

題といたします。

事務局、説明願います。

報告第 1 号について、説明いたします。

農地法第 3 条の 3 第 1 項の規定による農地の権利取得の届出があり、これを

受理したので報告するものであります。

今回、届出のあった件数は２件でございます。

番号 1、資料記載のとおり、藤崎字西浅田 20 番 1、田、2,397 ㎡ほか 4 筆、合

計 5 筆、19,439 ㎡。
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議長

事務局

議長

議長

事務局

番号 2、水木字稲村 95番、田、3,242 ㎡。

報告第 1 号は、被相続人から相続により所有権移転した旨の届出がありまし

たので、報告するものであります。

以上です。

ただいま、報告案件について事務局より報告がございましたが、何かご意見、

ご質問ございませんでしょうか。

ご審議審議願います。

（なし、の声）

ございませんので、報告案件は承認したものと認めます。

続いて、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」を議題とします。

事務局、説明願います。

議案第 1 号について、説明いたします。

今回の申請は、所有権移転が 1 件であります。

申請地は、矢沢字福富 196 番 1、田、2,995 ㎡ほか 1 筆、合計 2 筆、3,302 ㎡

を、親から子へ贈与による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。

以上です

ただいま、議案第1号について事務局から説明がございましたが、何かご意見、

ご質問ございませんでしょうか。

ご審議議願います。

（なし、の声）

ないようですので、議案第1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1号は原案どおり決定いたします。

次に議案第2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。

事務局から説明を求めます。

議案第 2 号について、説明いたします。

今回の申請は、利用権設定 9 件、所有権移転が 2 件の合計 11件であります。

番号 1、福島字宮元 17番、田、1,956 ㎡ほか 2筆、合計 3 筆、5,285 ㎡。

番号 2、福島字宮元 18 番 1、田、390 ㎡。

番号 3、福舘字前田 77番、田、3,339 ㎡ほか 3筆、合計 4 筆、6,394 ㎡。

番号 4、水木字稲村 86番、田、4,392 ㎡。

番号 5、水木字稲村 92 番 1、田、1,856 ㎡。

番号 6、水木字稲村 92 番 2、田、1,445 ㎡。

番号 7、水木字稲元 146 番、田、2,081 ㎡。

番号 8、水木字水上 37 番 2、田、48㎡ほか 7 筆、合計 8 筆、14,117 ㎡。

番号 9、福舘字西田 372 番、田、3,700 ㎡ほか 3 筆、合計 4 筆、13,758 ㎡。

番号 1 から 9 までは、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業

により、貸付人から借受人である公益社団法人あおもり農林業支援センターへ 5
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議長

議長

議長

年及び 10年を終期に賃貸借権の設定を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 10、常盤字五西田 27番、田、3,373 ㎡。

番号 11、亀岡字 30番、畑、2,243 ㎡。

番号 10・11 ともに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

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。

以上です。

ただいま、議案第2号について事務局から説明がございましたが、何かご意見、

ご質問ございませんでしょうか。

ご審議議願います。

（なし、の声）

ないようですので、議案第2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2号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２７年１月１６日

議 長

議事録署名者 14番

議事録署名者 15番


