
1 

 

第７５５回三沢市農業委員会総会議事録                             

 

 

１．開会の日時  令和１年１１月１１日   午前  １３時３０分 

２．閉会の日時  令和１年１１月１１日   午後  １４時３０分 

３．開催の場所  三沢市役所 別館４階 第１研修室 

 

４．出席した委員の番号及び氏名 

  １ 立崎 京子     ２ 佐々木 和枝    ３ 中屋敷 力雄 

  ４ 古田 武信     ５ 千葉 準一     ６ 新堂 政登 

  ７ 北澤 邦彦     ９ 宮古 久光    １０ 門上 牧夫 

 １１ 川嶋 敏明    １２ 種市 廣     １３ 浦田 秀人 

 １６ 赤沼 成人    １７ 月舘 操     １８ 沼山 英明 

 １９ 駒澤 一広  

 

 

５．欠席した委員の番号及び氏名 

 ８ 中村 均     １４ 月館 啓三    １５ 葛巻 広行 

 ２０ 浪岡 篤志 

 

６．会議の事務に従事した職員の職氏名 

   ○ 参  与・・・次  長  蛯名 剛 

            係  長  吉田 友美 

            主  査  小比類巻 浩 

 

   ○ 会議書記・・・主  事  阿部 有里子 

 

７．議 案 

  議案第１号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の決定について 

  議案第２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３号 農地の現況照会に伴う農地・非農地の判定について 
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議事の概要 

 

事務局     ただ今より、令和元年１２月２日招集通知をいたしました、三沢市農

業委員会、第７５６回総会を開会いたします。 

     

本日の出席委員数は１３名で、１名の欠席となっておりますが、三沢市

農業委員会会議規則第８条の定足数には達しておりますので、本日の会

議は成立いたしますことをご報告いたします。なお、欠席の届出があり

ました委員は、宮古久光委員でございます。また、推進委員につきまし

ては、全６名の出席となっております。それではお手元の次第に基づい

て進めさせていただきます。初めに新堂会長よりご挨拶をお願いします。 

 

会 長   委員のみなさまにはご多用中にも関わらず、またお寒いなか総会にご出

席いただきまして誠にありがとうございます。先月２６日から２８日に

かけて上十三地区農業委員会連絡協議会の視察研修、農業者年金加入推

進セミナー、全国農業委員会会長代表者集会に参加してまいりました。

初めに、推進情報知人技術 ICTやロボット技術を活用した無人で作業で

きる各種農業機械や安全性を向上するシステムの機械、装置を研究して

いる農業技術革新工学センタ―を視察し、株式会社ナガホリでは露地野

菜を主に栽培し、自社所有地２haから生産を始めたが、規模拡大のため

山林化した耕作放棄地に目をつけ社長自ら伐採、伐根、石などの障害物

を撤去し、開墾、耕作放棄地問題をビジネスチャンスと捉え、生産規模

を拡大し農業を展開しているという会社でした。また、農業者年金加入

セミナー、全国農業委員会会長代表者集会に出席してまいりましたが、

集会では人・農地プランの実質化に向けた農地台帳の活用や地域での話

し合い活動について発表が行われました。さらに両国会議員に要請活動

を行ってきました。本日、今年最後の総会となりますが今年一年委員の

みなさんには委員活動にご協力いただいたことに対しまして心より感

謝とお礼を申し上げまして挨拶に変えさせていただきます。 

 

 

事務局   それでは三沢市農業委員会会議規則第５条に規定により、議長は会長が

務めることとなっておりますので、以降の議事の進行は新堂会長にお願

いいたします。 

 

会 長    それでは、議事の進行役として、しばらくの間、議長を務めさせて 
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いただきます。 

 

 

議 長    議事録署名者を議長が指名することに、ご異議ございませんか。 

 

異  議  な  し 

  

議 長   ご異議なしと認め 

７番 北澤 邦彦 委員・９番 宮古 久光 委員を指名いたします。 

参与・書記には、事務局長ほか職員を任命いたします。 

次に会期の決定をおこないます。 

お諮り致します。総会の会期は本日一日限りとすることに 

ご異議ございませんか。 

          

 

異  議  な  し 

 

 

議 長    ご異議なしと認め総会の会期は、本日一日限りと決定いたします。 

       

       議案審議に入る前に、報告事項がありますので事務次長から報告 

願います。 

 

次 長    ２ページをお開き願います。 

 

      報告第 1 号のうち、初めに１０月１１日から１１月１１日までに行

いました主な業務についてご報告いたします。 

 

      １０月１１日に、青森市で開催されました、令和元年度 第 2 回農業 

者年金業務農業委員会・農業協同組合担当者会議及び業務研修会に 

事務局が出席しております。 

１０月１７、１８日に、平川市で開催されました、令和元年度青森県

１０市農業委員会協議会に会長及び局長が出席しております。 

１０月１８日に、青森市で開催されました、農地バンク法の改正に関 

する担当者会議に事務局が出席しております。 

１１月 ６日に、十和田市で開催されました、上北地域農地中間管理 

事業推進連絡会議に事務局が出席しております。 

１１月 ７日に、第７５５回総会の議案検討会を開催しております。 
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本日、第７５５回総会を開催しております。 

 

次に、１０月の事務処理状況についてご報告いたします。 

３条、権利の移転につきましては、市の関係が２件で、９,４２４平方メー 

トルでした。  

３条の３第１項、相続の届出は２件で、１万１,２４５平方メートルでした。 

転用につきましては、５条の案件が２件で、３,４２５平方メートルでした。 

貸借の解約、特定農地貸付は案件がありませんでした。 

以上、ここまでの合計は６件で、２万４,０９４平方メートルとな 

っております。 

次にあっせん委員会は案件がありませんでした。 

利用権設定等促進事業の利用権設定につきましては、５年設定が１件

で、田が６,４７７平方メートル、所有権移転が２件で田が８,８６７平

方メートルでした。 

農地中間管理事業につきましては、１０年設定が８件で、田が 

５万１,６９１平方メートル、畑が１,８３３平方メートルでした。 

適格者等証明につきましては、案件がありませんでした。 

現況調査につきましては１件で、 

内容につきましては報告第３号で説明させていただきます。 

非農地証明につきましては、案件がありませんでした。 

続きまして、１１月１２日から１２月１１日までの主な業務計画につ 

いてご説明いたします。 

 １１月２１日に、青森市で開催されます、令和元年度青森県農業 

委員会大会に委員及び事務局が出席を予定しております。 

      １１月２６、２７、２８日に、埼玉県と東京都で開催されます、 

令和元年度上十三地区農業委員会連絡協議会会長・事務局長視察研修・ 

農業者年金加入推進セミナー・全国農業委員会会長代表者集会に会長 

及び局長が出席を予定しております。 

      １１月２８日に、三沢市で開催されます、令和元年度青森県行政 

書士会上三支部研修会に事務局が出席を予定しております。 

      １２月 ６日に、第７５６回総会の議案検討会を予定しております。 

１２月１１日に、第７５６回総会を予定しております。 

 

次に、３ページをお開き願います。 

 

報告第２号 農用地利用配分計画の認可についてご説明いたします。 
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この表にあります農地は、８月９日開催の第７５２回総会において承認

いただきました、農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の対象農

地ですが、令和元年１０月７日付で青森県知事から、認可について通知

があり、受け手が決まりましたので報告するものでございます。 

 

次に４ページをお開き願います。 

 

報告第３号 農地の現況調査についてご説明いたします。 

青森地方法務局十和田支局から照会がありました、１件について現況

調査を行っております。 

 

岡三沢８丁目の畑１筆 １,１３５平方メートルで、場所は平畑こども 

園の南側隣接地になります。 

令和元年１０月１１日に新堂会長、千葉職務代理、赤沼推進委員が調査  

を行った結果、当該地周辺は用途地域（第 1 種中高層住居専用地域）が

設定されており、住宅が密集している区域であります。 

当該地は、かなり以前から盛土及び砕石等により宅地造成されており、

農地であった痕跡は見当たらず、また、敷地の一部には携帯電話用の電

波受信施設が建っていて、固定資産税は宅地課税されていることから、非

農地である旨回答しております。 

 

私からの報告は以上でございます。 

 

 

議 長    それでは、これより議案の審議に入りますが、会議での発言は三沢市 

農業委員会会議規則第９条により、議長の許可を受けてから発言する 

ことになっておりますのでご協力願います。 

 

議 長    それでは、議案第１号農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の 

決定についてを議題とします。 

 

番号 1から２の審議に当たり農業委員会等に関する法律第３１条第 1項 

の規定に基づき、議事参与の制限に宮古久光委員が該当しますので審議 

が終了するまで一時退席願います。それでは、番号１から２について 
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事務局より説明願います。 

 

事務局    それでは５ページをお開き願います。 

 

     番号１及び２について出し手は三沢市の方で存続期間につきましては 

１０年間の設定です。場所につきましては別件地図をご覧ください。 

今回は戸崎地区、庭構地区が対象となります。現地確認につきましては 

新堂会長、千葉職務代理、北澤委員同行のもと当該農地を確認済みです。 

 

     番号２につきましても戸崎地区が対象となります。 

     以上です。 

 

議 長   それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長   質疑がないのでご異議なしと認め、議案第１号番号１から２は三沢市長

に会議で決定したこと報告いたします。審議が終了しましたので宮古委

員の出席を認めます。 

      次に番号３から１８について事務局から説明願います。 

 

番号３から１８まで出し手は六ヶ所村、おいらせ町、六戸町、および 

三沢市の方で、存続期間については全て１０年間の設定です。 

場所につきましては、別添地図をご覧ください。今回は堀口地区及び 

淋代平地区から北側の全域が対象となります。 

現地確認については、新堂会長、千葉職務代理者、北澤委員同行のもと、 

当該農地を確認済です。 

以上です。 

 

議 長   それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

  

議 長   質疑がないのでご異議なしと認め、議案第１号番号３から１８は三沢市

長に会議で決定したことを報告いたします。 
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議 長   次に、議案第２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します。 

事務局より説明願います。 

 

 

事務局     それでは８ページをお開き願います。 

      議案第２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』をご説明いたします。 

 案件は４件で、現地確認については、新堂会長、千葉職代、北澤委員 

同行のもと、11月 7日に完了しております。 

 

番号１議案第２号資料⑴の①～③と合わせてご覧ください。 

 

      譲受人は、大阪府堺市堺区のエネルギー事業者です。 

      譲渡人は、三沢市春日台一丁目の無職の方です。 

      対象となる土地は、春日台一丁目の畑、１筆、1,648㎡、 

      売買による所有権の移転となります。 

      転用目的は、ソーラーシステムの建設でソーラーパネル 320枚を設置 

します。 

      事業費は、土地購入費を含め全体で 1千 5百 7万 8千円、全額自己資金 

での対応となります。 

      農地区分は、第３種農地であります。 

      場所は、青い森鉄道三沢駅から南西へ約 550m、県立三沢商業高校から 

南東へ約 670mに位置し、用途地域（第１種低層住居専用地域）が設定 

されている区域であります。 

      申請地は三沢市の中でも比較的海抜が高い地域に位置し、周辺に高い 

建物等がないことから、太陽光発電事業の用地として選定に至ったもの 

であります。 

      周辺農地への影響ですが、汚水は発生せず、雨水については敷地内浸透 

で処理します。日影についても影響は些少であり、営農に支障を及ぼす 

恐れはないと思われます。なお、隣接する農地も譲渡人の所有地であり、 

同意書が提出されております。 

 以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、周辺農地へ 

の影響の対策方法の妥当性、及び事業実施の確実性・信用性から、許可 

相当と判断されます。 

 

      続きまして、番号２議案第２号資料⑵の①～④と合わせてご覧ください。 

 

      譲受人は、三沢市桜町三丁目の自衛官の方です。 

 譲渡人は、番号１の譲渡人と同じ方です。 
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 対象となる土地は、春日台一丁目の畑、１筆、331㎡、 

      売買による所有権の移転となります。 

      転用目的は、自己住宅 1棟 91.91㎡の建築です。 

      事業費は、土地購入費を含め全体で 3千 1百万円、全額銀行からの融資 

での対応となります。 

      農地区分は、第３種農地であります。 

 場所は、番号１の隣で、用途地域（第１種低層住居専用地域）が設定 

されている区域であります。 

 申請人は、借家解消のため自己住宅を建築するものであります。 

      周辺農地への影響ですが、生活排水は下水道で処理し、雨水については 

敷地内自然浸透とします。また、日影については、隣接する農地も譲渡 

人の所有地であり、同意書が提出されております。 

 以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、周辺農地 

への影響の対策方法の妥当性、及び事業実施の確実性・信用性から 

許可相当と判断されます。 

 

      続きまして、９ページをお開きください。 

      番号３議案第２号資料⑶の①～③と合わせてご覧ください。 

 

 譲受人は、八戸市柏崎３丁目の不動産業の法人です。 

 譲渡人は、六戸町大字折茂字今熊の無職の方です。 

 対象となる土地は、岡三沢六丁目の畑、１筆、235㎡、 

 売買による所有権の移転となります。 

      転用目的は、宅地分譲で、販売区画は２区画です。 

 事業費は、土地購入費を含め全体で 4百 1十３万５千円、全額自己資金 

での対応となります。 

      農地区分は、第３種農地であります。 

 場所は、三沢市役所から北へ約 1.4km、三沢空港から西へ約 1.0kmに 

位置し、北へ約 400m進むと米軍三沢基地の敷地であり、用途地域 

（第１種住居地域）が設定されている区域であります。 

      申請地の 2km圏内には小学校、保育園、温泉、スーパー、コンビニ、 

公園、飲食店などがあり、居住環境に恵まれていることから核家族の 

需要が見込めるため、宅地分譲を計画したものであります。 

 周辺に農地は無く、雨水については自然浸透とします。 

      以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、周辺農地 

への影響の対策方法の妥当性、及び事業実施の確実性・信用性から、 

許可相当と判断されます。 

 

      続きまして、番号４議案第２号資料⑷の①～④と合わせてご覧ください。 

      譲受人は、三沢市中央町三丁目の不動産業の法人です。 

 譲渡人は、三沢市南山四丁目の農業の方です。 
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 対象となる土地は、南山四丁目の畑、２筆、1,236㎡、 

      売買による所有権の移転となります。 

 転用目的は、特定建築条件付売買予定地で、販売区画４区画と接続道路 

の整備です。 

      事業費は、土地購入費を含め全体で 6千 9百万円、自己資金と銀行から 

の融資及びその他借入金（法人代表者個人から法人への貸付金）での 

対応となります。 

      農地区分は、第２種農地であります。 

      場所は、三沢市役所から東へ約 2.2km、三沢アイスアリーナから西へ 

約 300mに位置します。 

      申請地は 1.3km 圏内に小学校、中学校、公共体育施設、大型スーパー、 

コンビニエンスストアなどがあり、近年、宅地需要が高まっている地域 

であることから、建築条件付宅地分譲を計画したものであります。 

 周辺農地への対策として、生活排水については、接続道路に下水道本管 

を引き込み処理します。雨水については、自然浸透及び接続道路側溝に 

排出します。 

      代替地の検討も十分にされており、やむを得ないものと認められます。 

      以上のことから、土地利用計画からみた事業規模の妥当性、周辺農地 

への影響の対策方法の妥当性、及び事業実施の確実性・信用性から、 

許可相当と判断されます。 

 なお、特定建築条件付売買予定地とは、本来、農地転用許可制度におい 

て、宅地造成のみを目的とした転用は、用途地域が設定されている区域 

などでしか認められておりませんが、次の三つの要件を満たした場合に 

は、農地転用が認められる制度であり、平成 31年 3月 29日付けで国か 

ら通知されております。 

 その三つの要件とは、 

⑴ 農地転用事業者と土地購入者が売買契約を締結し、更に農地転用事 

業者又は農地転用事業者が指定する建設業者と土地購入者とが当該土地 

に建設する住宅についておおむね３月以内に建築請負契約を締結するこ 

と。 

⑵ 一定期間内に建築請負契約を締結しなかった場合には、当該土地を 

対象とした売買契約が解除されることが当事者間の契約書において規定 

されていること。 

⑶ 農地転用事業者は、農地転用許可に係る当該土地の全てを販売する 

ことができないと判断したときは、販売することができなかった残余の 

土地に自ら住宅を建設すること。 

となっております。 

      また、この場合、農地転用許可に付ける条件が二つ示されており、 

⑴ 許可に係る工事が完了するまでの間、当該許可の日から３月後及び 

１年ごとに当該工事の進捗状況を報告するとともに、当該工事が完了し 

たときは、遅滞なくその旨を報告すること。 

⑵ 農地転用事業者から土地購入者への土地の引渡しについては、当該 
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土地に住宅が建設されたことを確認した後又は当該土地の宅地造成後に 

建築確認が行われた後に行うこと。 

となっておりますので、県に対し副申する際の農業委員会の意見書に 

も当該条件を付けるものして送付いたします。 

 以上でございます。 

 

 

議 長    それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長    質疑がないのでご異議なしと認め、議案第２号は県知事に会議の意見を

付して送付いたします。 

 

議 長    次に、議案第３号農地の現況照会に伴う農地・非農地判定についてを議

題とします。 

事務局より説明願います。 

 

事務局    それでは１０ページをお開きください。 

        
       

       議案第３号農地の現況照会に伴う農地・非農地の判定について、ご説明 

いたします。 

      案件は２件です。 

      なお、非農地確認につきましては、２件とも新堂会長・千葉職代・北澤 

委員同行のもと、11月 7日に完了しております。 

 

番号１議案第３号資料①～③と合わせてご覧ください。 

 春日台三丁目の畑、１筆、面積は 567㎡ 

      所有者は三沢市春日台三丁目の方です。 

      農地区分は用途地域で第１種低層住居専用地域となっております。 

      当該農地に対する過去３年間の放棄地調査の判定結果は、 

平成 28・29・30年度において全てＢ判定となっております。 

      当該地の現況は、森林の様相を呈しており、農地に復元するための物理

的な条件整備が著しく困難な状況であります。 

よって当該地は、農地法第２条第１項に規定する農地及び採草放牧地に 

該当しない、つまり非農地と判定するものであります。 

 

続きまして、番号２議案第３号資料④～⑥と合わせてご覧ください。 

 春日台四丁目の畑、１筆、面積は 3,072㎡ 
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      所有者は番号１と同じ方です。 

      農地区分は白地となっております。 

      当該農地に対する過去３年間の放棄地調査の判定結果ですが、 

平成 28・29・30年度において全てＢ判定となっております。 

      当該地の現況は、森林の様相を呈しており、農地に復元するための物理

的な条件整備が著しく困難な状況であります。 

よって当該地は、農地法第２条第１項に規定する農地及び採草放牧地に 

該当しない、つまり非農地と判定するものであります。 

 

       以上でございます。 

 

議 長   それでは、これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

質  疑  な  し 

 

議 長     質疑がないのでご異議なしと認め、議案第３号は原案どおり承認するこ

とを決定いたします。 

 

 

議 長    以上を持ちまして、三沢市農業委員会第７５２回総会を閉会いたします。 

 

      長い間のご審査、ご苦労様でした。 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

議  案  終  了  後 

 

 

  以上、農業委員会等に関する法律第２７号の規定により議事録を作製し、 

   三沢市農業委員会 会議規則第１３条の規定により、ここに署名する。 

 

   

 

 

三沢市農業委員会会長 

 

 

議事録署名者    ７番   北澤 邦彦 

 

 

議事録署名者    ８番   宮古 久光 

 

 


