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第４回青森市農業委員会定例総会 議事録 

 

1．開会日時： 令和２年１月３１日（金）午後４時 00分 

 

2．開会場所： ラ･プラス青い森 ２階 メープル 

 

3．閉会日時： 令和２年１月３１日（金）午後４時 31分 

 

4．議  案 

議案第 23号 青森市農業委員会非農地証明事務処理規定の一部改正について 

 

5．報  告 

報告第 13号 青森市農業委員会遊休農地等の利用意向調査等の手続き規定の一

部改正について 

報告第 14号 青森市農業委員会新制度組織検討委員会設置要綱を廃止する要綱

の制定について 

報告第 15号 賃借料の情報提供並びに令和 2年度青森市農作業標準労賃等につ

いて 

報告第 16号 地域の農業振興に関する国・県への要望について 

 

6．委員の出席状況（議席番号及び氏名） 

1番 秋谷  進 2番 穴水 佳行 3番 一戸 昭憲 

4番 大柳 壽憲 7番 工藤 隆志 8番 窪寺 洋志 

9番 髙坂 繁光 10番 齊藤 光朗 11番 佐藤 紘一 

12番 澤田 今日一 13番 堤  武久 14番 奈良岡 めぐみ 

15番 西澤 清光 16番 西塚  伸 17番 福士 修身 

18番 福田 公夫 19番 安田 昌樹  

（以上 17名）   

      

（欠席者） 

5番 鎌田 清勝 6番 鎌田 政永  

（以上2名）   
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7．農地利用最適化推進委員の出席状況（議席番号及び氏名） 

 

1番 工藤  努 2番 澤田 秀一 3番 工藤  榮 

4番  工藤 隆正 6番 風晴 繁雄 7番 山内 洋一 

8番 山田 正樹 10番 佐藤 量一 11番 小泉 作郎 

13番 石川 正光 16番 天内 輝明 17番 三上 紘史 

18番  出町 鉄昭   

（以上13名） 
  

 

    （欠席者） 

5番 木立 忠徳 9番 木立 れい子 12番 斉藤 直美 

14番 豊川 明子 15番 野呂 正幸 19番 成田 貴吉 

（以上6名）   

 

8．来  賓 

   一般社団法人青森県農業会議会長 山本 康樹 

   一般社団法人青森県農業会議事務局長 神 康仁 

    

9．会議に従事した職員の職・氏名 

事務局長 三上 正俊  参 事 竹内  芳  分室長 坂本 公平 

主 幹  堀内 和之  主 幹 櫻田  正  主 査 工藤  武 

主 事  雪田 幸誠  専任員 玉熊 一美 

 

10．議事の概要 

（開会、議事録署名、会期） 

 

○事務局参事 

それでは、定刻となりましたので、ただ今から、第４回青森市農業委員会定例総会

に入らせていただきます。本日の進行役を務めさせていただきます、事務局の竹内で

ございます。よろしくお願いいたします。 

それでは、次第に従いまして定例総会を進めてまいります。 

ただ今の出席委員は在任委員 19名中、17名で、農業委員会等に関する法律第 27条

第３項の規定により、本会は成立しております。 

 最初に、開会の言葉を西澤 清光会長職務代理者からお願いいたします。 

 

○西澤 清光会長職務代理者 

 ただ今から、第４回青森市農業委員会定例総会を開会いたします。 

《 開  会 》 
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○事務局参事 

次に『青森市農業委員会憲章』の唱和をいたします。お手元の議案書の裏面を御覧

ください。 

前段を会長が読みますので、そのあとを皆さんで御唱和いただきたいと存じます。

恐れ入りますが、皆様その場で御起立をお願いいたします。それでは、会長よろしく

お願いいたします。 

 

○福士 修身会長 

私が前文を読みますので、委員の皆さんは後に続いて御唱和をお願いいたします。 

《 青森市農業委員会憲章 唱和 》 

 

○事務局参事 

 御着席をお願いいたします。 

 次に、青森市農業委員会 福士 修身会長より御挨拶を申し上げます。会長、よろし

くお願いいたします。 

《 福士会長 挨拶 》 

 

○事務局参事 

福士会長、ありがとうございました。  

次に、本日、御出席いただいております、御来賓から、御祝辞を賜りたいと存じま

す。一般社団法人青森県農業会議の 山本康樹会長、よろしくお願いいたします。 

《 県農業会議会長 祝辞 》 

 

○事務局参事 

山本様、どうもありがとうございました。 

また、本日は大変にお忙しい中、一般社団法人青森県農業会議 事務局長神康仁様

にも御出席いただいております。神事務局長、本日はありがとうございます。 

それでは、会議に移らせていただきますが、会場の準備がございますので、少し

の間お待ちください。 

 それでは、準備が整いましたので、会議に移らせていただきます。 

議長につきましては、『青森市農業委員会総会会議規則 第７条』 の規定により、会

長が務めることになりますので、福士会長、議長席への御移動をよろしくお願いいた

します。 

 

○議長（福士 修身会長） 

それでは、会議に入らせていただきます。議事進行にあたり皆様の御協力をお願い

します。 
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また、会議で発言する際は、挙手の上、議長の許可を得てから、御起立いただ

き、議席番号を告げてから発言されるよう、御協力をお願いします。 

 

○議長（福士 修身会長） 

最初に議事録署名者の指名ですが、議長から指名してよろしいかお諮りをいたしま

す。 

 

○各委員 

（異議なし） 

 

○議長（福士 修身会長） 

異議なしと認め、議事録署名者は、９番 髙坂繁光委員と 10 番 齊藤光朗委員を指

名します。両委員、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（福士 修身会長） 

 続きまして会期を定めます。会期は本日１日と決定してよろしいかお諮りをいたし

ます。 

 

○各委員 

（異議なし） 

 

○議長（福士 修身会長） 

 異議なしと認め、会期は本日１日と決定いたします。 

 

○議長（福士 修身会長） 

 それでは、議案の審議に入ります。 

議案第 23号を議題とします。事務局から議案の朗読と説明を求めます。 

 

（分室長 議案のみ朗読） 

 

○事務局 

説明させていただきます。 

 まず、議案書４ページの青森市農業委員会非農地証明事務処理規定（改正案）を御

覧ください。改正案には、規定及び様式について改正前が右側、改正後が左側に並べ

て記載しております。 

 次に別添の総会資料１ページを御覧ください。 

 一部改正の概要及び理由は、一つ目は、証明の交付申請を 12 月から３月まで一律

受け取らないとする現行の取扱をやめること、つまり積雪などで現地を見ることがで

きない期間が続く場合に、受け取らないという取扱いに一本化することに変えるもの
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です。理由は、近年積雪がかなり少ない期間があることから、申請者の便宜を考えた

ためであります。 

 二つ目は、様式につきまして、現行は採草放牧地も含んでいるため、この部分を削

ることです。理由は、規定自体が「農地」に関して定めているところ、証明書で採草

放牧地を入れることは正しくないと考えたためでございます。 

 なお採草放牧地への対応については別途検討してまいりたいと思っております。 

 説明は以上でございます。 

 

○議長（福士 修身会長） 

 それでは、本案に関する御質問や御意見がありましたら、どうぞ御発言ください。

どなたかございませんか。 

 

○各委員 

（質問等なし） 

 

○議長（福士 修身会長） 

 それでは、お諮りをいたします。本案については、御異議ございませんか。 

 

○各委員 

（異議なし） 

 

○議長（福士 修身会長） 

 異議なしと認め、議案第 23号については、議案のとおり決定いたします。 

次に、報告事項に入ります。報告第 13 号について、事務局より報告をお願いしま

す。 

（分室長 報告文のみ朗読） 

 

○事務局 

引き続きまして、別添の第４回青森市農業委員会定例総会資料２ページ、御覧くだ

さい。当農業委員会が定めました「青森市農業委員会遊休農地等の利用意向調査等の

手続き規定」は、当農業委員会における利用意向調査等に関する必要事項についての

規定でありまして、改正前は、調査の根拠となる「農地法」の条項等や国からの通知

である「農地法関係事務処理要領」で示されている様式例から作成した、事務局で事

務手続きする文書の様式を定めておりました。 

しかし、法令や国の「事務処理要領」は、随時改正されるものでありまして、国の

改正の大小にかかわらず、改正前の「青森市農業委員会遊休農地等の利用意向調査等

の手続き規定」では、必要に応じ様式等の内容をその都度改正する必要がありました。 

今回行った規定の改正は、法令等改正の内容と「青森市農業委員会遊休農地等の利

用意向調査等の手続き規定」の内容が、常に整合・連動するよう技術的な修正を講じ
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た改正で、その内容としてはですね、事務局の事務手続きで使用する文書様式につい

ては、国の様式と同じ内容のものを使用するということになっていましたので、「手

続き規定」の中で様式を定めるのをやめまして、今後はすべて国の「農地法関係事務

処理要領」の様式例に基づく文書を使用することとするなど、様式や文言などで国の

法令等改正の影響を「手続き規定」が直接受けないよう所要の改正を行ったものです。 

事務局からの説明は以上です。 

 

○議長（福士 修身会長） 

 はい、ただいま事務局の方から報告第 13 号について説明していただきました。質

問ありましたらどうぞ。 

 

○各委員 

（質問等なし） 

 

○議長（福士 修身会長） 

無いようですので、続けて報告第 14号について、事務局から説明を求めます。 

 

（分室長 報告文のみ朗読） 

 

○事務局 

これも別添資料を御覧ください。これは６ページに記載されております。「青森市

農業委員会新制度組織検討委員会設置要綱」は、農業委員会等に関する法律の一部改

正、平成 27 年ですけども、これに伴いました新制度の農業委員会組織への移行に関

しまして、平成 28 年度の旧制度の青森市農業委員会で設置された「青森市農業委員

会新制度組織検討委員会」と、その検討事項等に関する要綱でしたけども、当該検討

委員会における検討等は平成 30 年度の新制度移行前に終了しまして、所期の目的は

達成されました。青森市農業委員会における新制度組織への移行は既に完了しており

ましたので、当該要綱を、この「青森市農業委員会新制度組織検討委員会設置要綱を

廃止する要綱」の制定により廃止したものです。 

以上です。 

 

○議長（福士 修身会長） 

ただいま、事務局より説明していただきました。何か御質問・御意見がありました

らどうぞ。 

 

○各委員 

（質問等なし） 
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○議長（福士 修身会長） 

無いようですので、続けて報告第 15号について、事務局から報告を願います。 

 

（分室長 報告文のみ朗読） 

 

○事務局 

それでは議案書８ページを御覧ください。こちらは、平成 31 年の 1 月から令和元

年 12 月の間に締結された賃貸借契約の賃借料について、田・普通畑・樹園地別に掲

載しており、先日 1 月 15 日の月例総会で審議し、承認された内容のとおりとなって

おります。 

次に９ページをお開きください。「令和２年度 青森市農作業標準労賃等表」の青森

版となっております。その次の 10 ページの方には、浪岡地区の「農作業標準労賃等

表」を掲載しております。 

この標準労賃等表の内容については、昨年 12月 10日開催の月例総会で審議・承認

されたとおりですね、１点目は青森県の最低賃金の改定に伴う農作業労賃の引き上げ、

２点目としては、受委託料金の部分ですけど、「コンバイン」の作業条件を青森地区と

浪岡地区で表記を統一したもの、また、３点目には、消費税増税に対応した標準額の

見直しを反映した内容ということになっております。 

これらの情報については、青森、浪岡地区それぞれに農作業標準労賃等表、そして

賃借料情報の方を両面に印刷して、合計 1,000 枚作成しまして、3 月上旬頃からです

ね、柳川庁舎、また浪岡庁舎の方で配布するほかに、ＪＡ青森の本店支店、土地改良

区の方に配置させていただいて、皆さんにお配りする、また広報あおもりにおいても

配布場所の周知を行うほか、市のホームページでも内容を公表いたしまして、広く周

知する予定としております。 

説明は以上となります。 

 

○議長（福士 修身会長） 

ただいま、報告第 15 号について説明していただきました。何か御質問などありま

したらどうぞ。 

 

○各委員 

（質問等なし） 

 

○議長（福士 修身会長） 

無いようですので、続けて報告第 16号について、事務局から報告を願います。 

 

（分室長 報告文のみ朗読） 
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○事務局 

議案書 12ページを御覧ください。昨年６月に開催いたしました第 15回月例総会

で決議いただいた要望事項の経過につきまして御報告いたします。 

当該要望事項につきましては、令和元年７月 24日、蓬田村で開催の東青地区農業

委員会大会での決議を経て、11月 21日、東青地域県民局地域農林水産部 齋藤部長

に対し、要望書として提出いたしました。当日は、東青地区内の農業委員会会長及

び事務局長が出席し、県の齋藤部長を始め、地域農林水産部の皆様と意見交換会を

行いました。 

意見交換では、要望内容について、議案書 12ページの「後継者の確保に必要な支

援及び農業従事者の所得向上対策について」では、スピードスプレーヤー導入に伴

う県単独補助事業の創設に関し、県では国の産地パワーアップ事業等の活用を進め

ているところであり、県にご相談ください、とのことでした。 

また、防風網の整備に関する補助率アップについては、営農計画による国の果樹経

営支援対策事業の有効活用を考えており、防風網の張替えについては補助対象への追

加は難しいとのことでした。 

議案書 13ページを御覧ください。「農地の基盤整備促進について」は、地域の実

情に応じた基盤整備の実施が可能となるよう今後も国へ要望していきます、とのこ

とでした。 

なお、これらの要望事項につきましては、県選出国会議員への要請活動も行って

おります。 

事務局からの報告は以上です。 

 

○議長（福士 修身会長） 

ただいま報告第 16 号について説明をしていただきました。御質問・御意見などあ

りましたらどうぞ。 

 

○各委員 

（質問等なし） 

 

○議長（福士 修身会長） 

無いようですので、以上で本日予定した案件と報告を終了いたします。 

次に、その他に入ります。まず最初に事務局の方から何かありましたらどうぞ。 

 

○事務局 

 配付した資料の説明 

≪①配付資料 『農業者年金制度と加入推進』テキスト≫ 

≪②配付資料 『第 38回青森県農業経営研究協会賞』表彰式等案内≫ 

≪③配付資料 ポータルサイト開設の案内について≫ 
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○議長（福士 修身会長） 

最後に委員の皆さんの方から、何かありましたらどうぞ。 

 

○各委員 

（なし） 

 

○議長（福士 修身会長） 

 無いようですので、以上で会議を終了いたします。 

 委員の皆様には、スムーズな議事運営に御協力いただき、ありがとうございました。 

 

○事務局参事 

 福士会長、ありがとうございました。 

それでは、閉会の言葉を西澤 清光会長職務代理者からお願いいたします。 

 

○西澤 清光会長職務代理者 

 これを持ちまして、第４回青森市農業委員会定例総会を閉会いたします。 

≪ 閉  会 ≫ 


