
　昨年に引き続き、豪雪によるりんご樹の雪害状況を把握するた

め、市農業委員会（下山勇一会長）は、４月１１日、市内のりん

ご園地１８か所で雪害現地調査を行いました。

　調査は運営委員６人と事務局職員４人の計１０人が河西・河

東方面の２班に分かれて、１か所あたり普通樹１０本、わい化樹

３０本の被害状況やねずみの食害について確認しました。

　下山会長は「前年よりも豪雪の被害は大きい。農家が生産意欲

を失わないように、市へ支援を要請していきたい」と述べました。

○調査結果

枝折れ被害状況 調査本数

計３０％未満 ３０％以上

普通樹 ８１本 ９９本 １８０本

わい化樹 １６５本 ３７５本 ５４０本

ねずみ食害状況 調査本数

計無し 有り

普通樹 １６１本 １９本 １８０本

わい化樹 ３７８本 １６２本 ５４０本

雪害状況を調査する下山会長（左）

りんご園の雪害状況を把握するため、
農業委員が園地を現地調査！

枝折れ・食害が深刻

枝
が
折
れ
た
り
ん
ご
樹
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農 業 ひ ろ さ き（２） 第８７号 ２０１３年（平成２５年）５月１日

事業名 事業内容 主な採択基準 補助対象経費 補助率

農産物・加工品
販売パッケージ
等製作支援事業

農家が自ら生産した農作物や加工品を
直売所等で販売するためのラベルやダ
ンボール等の製作費に補助する。

農作物や加工品等を消費者にア
ピールするためのラベルやダン
ボール等の製作費であること。

ラベルやダンボール等の
製作費

１／２以内（上限は
１００，０００円／１件）

りんご農家直売
活動支援事業

りんご農家が組織する団体（２戸以上）
が自ら生産したりんごを臨時販売所や
スーパー等で自ら販売するための経費
に補助する。

自ら生産したりんごを臨時販売
所やスーパーで自ら販売するた
めの経費であること。

りんごの直売に要する経
費（旅費、消耗品費、土
地の使用料など）

１／２以内（上限は
１５０，０００円／１件）

りんご販路拡大
支援事業

市内の旅館・ホテル業者が、りんごや
りんご加工品を使用した料理等を宿泊
客等へ提供する際の、りんご・りんご
加工品の購入費用に対して補助する。

旅館・ホテル及び旅館等で組織
する団体が市内に住所のある農
業者、市内に主たる事務所がある
りんご販売業者・加工品販売業
者からりんご・りんご加工品を
購入し宿泊客等に提供すること。

りんご等の購入経費
・弘前産のりんご
・青森県産のりんごを原
料としたりんごジュー
ス、りんご加工品の購
入経費

２／５以内

りんご凍霜害防
止体制確立事業

降霜被害の防止による一層の安定生産
を目的に、降霜地帯のりんご生産者団
体が行う燃焼資材または散布剤の導入
に要する経費に対し補助する。

３戸以上の農業者で組織する団
体であること。

燃焼資材購入費
散布剤購入費

１／３以内
燃焼資材
（上限は７，０００円／１０㌃）
散布剤
（上限は６００円／１０㌃）

りんご病害虫防
除対策事業

農薬使用を削減するための、交信かく
乱剤の購入費用に対し補助する。

３戸以上の農業者で組織する団
体であること。

交信かく乱剤購入費
フェロモントラップ購入費

１／２以内

りんご園防風網
張替事業

気象災害からの恒常的な防護策とし
て、果樹共済加入者を対象に防風網の
張替に要する経費に対し補助する。

果樹共済加入者であること。 防風網の張替経費 上限２，０００円／㍍

農作業支援雇用
対策事業（スマ
イルアップ・ル
モデル事業）

人手不足解消のため、りんご農家が新
規に作業員を雇用した場合、その研修
期間に要する賃金を補助する。

新規雇用者は、ハローワークや
農協の無料職業紹介所を通して
雇用すること。

摘果・袋掛け・袋はぎ・
着色手入れ・収穫の５作
業について、各５日間の
研修期間中の賃金

１００％
（上限は６，０００円／
日）

◆りんご農家の方へ…ハローワークや農協に求人登録をしてください。また、雇用計画がまとまりましたら、りんご課へ
　　　　　　　　　　ご連絡ください。
◆りんご農家で働いてみたい方へ…ハローワークや農協に求職者登録をしてください。
※雇用を開始する前に無料職業紹介所への登録をしていても、紹介所を通さず直接雇用した場合は補助の対象にならない
　のでご注意ください。

平成２５年度 市単独補助事業について
　りんご課では、下表の補助事業を実施します。下表に記載されている

補助事業の活用をお考えの方は、問い合わせ先へご連絡ください。

■問い合わせ先

　りんご課（市役所新館６階）☎４０－７１０５

「食産業連携共同プロジェクト」　事業参加者募集！
　県では、農林水産業者、食品製造業者等の新たな連携による商

品開発を支援します。

◆支援内容

　（１）県職員が直接事業に参画し、情報収集や連絡調整を行う。

　（２）連携による最終試作品を県が予算の範囲内で買い上げる。

　（３）買い上げた試作品は、商品化に向けた改良のため、求評活

　　　動等に活用できる（販売不可）。

◆対象となる取組

　県内の事業者が新たに連携して行う次の取組

　（１）農林水産物の付加価値を高める商品開発

　（２）加工・業務用対策を強化

　（３）加工工程の県内企業への切り替え

　（４）加工原料の県内産への切り替え等

◆申込締切　６月２８日（金）

■問い合わせ先　中南地域県民局地域農林水産部

　　　　　　　　農業普及振興室　☎３３－２９０２



農 業 ひ ろ さ き （３）第８７号２０１３年（平成２５年）５月１日

　個人や水利組合などの水路管理者が機能管理している用排

水路で、都市化の進展により、水田などの受益地がなくなっ

た水路については、「公共用財産の水利権放棄届」を提出する

ことで、水路の管理を市に引き継ぐことができます。詳しい

手続きについては、下記へお問い合わせください。

　なお、土地改良区が管理している用排水路については、土

地改良区へおたずねください。

■問い合わせ先　農村整備課管理係

　　　　　　　　（市役所新館４階）☎４０－７１０３

　３月３１日、農業委員会委員選挙人名簿が確定しました。

登録者数は昨年より１，２１６人減の２万７，０１９人となって

います。

　この名簿は、平成２５年３月３１日から平成２６年３月

３０日までに行われる農業委員会に関する選挙に使用され

ることになります。

地区
登録者数（人）

地区
登録者数（人）

男 女 計 男 女 計

旧市・堀越 717 800 1,517 裾 野 1,357 1,455 2,812

和徳・豊田 1,105 1,203 2,308 新 和 1,209 1,272 2,481

千 年 948 1,078 2,026 石 川 922 1,040 1,962

清 水 783 835 1,618 岩木（１） 1,022 1,121 2,143

藤 代 820 907 1,727 岩木（２） 961 1,018 1,979

東目屋 610 663 1,273 相 馬 816 850 1,666

船 沢 802 848 1,650 合 計 12,955 14,064 27,019

高 杉 883 974 1,857（うち法人）（１１） （３）（１４）

農業委員会委員選挙人名簿
登録者数確定

農
地

流
動
化
情
報
（新規）

申出
区分 略図 農地の所在 現況

地目
利用
状況 面積 希　望

賃借料

貸し
たい 381 清水森字村元 畑 野菜 6.50a 交渉次第

■取扱窓口及び問い合わせ先

①農業委員会農地係（市役所新館４階）☎３５－１１１１内線４８９

②農業委員会岩木分室（岩木庁舎１階）☎３５－１１１１内線６１１

③農業委員会相馬分室（相馬庁舎１階）☎３５－１１１１内線８０５

　国は、地域の環境改善に効果が高まる取組を推進するた

め、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動

に取組む農業者等に支援を実施します。

◆対象者　次の要件を満たす、販売を目的として生産を行う

農業者、集落営農

　（１）エコファーマーの認定を受けていること

　　（特例措置有り）

　（２）農業環境規範に基づく点検を行っていること

◆支援対象取組及び交付金額

対象取組 １０㌃当たり
交付金額 備考

①主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥等を
作付けする取組 ８，０００円

化学肥料・
化学合成
農薬の５
割低減の
取組と組
み合わせ
が必要

②主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を施
用する取組 ４，４００円

③総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）と組み合わせ
た交信攪乱剤による主要虫害防除の取組 ８，０００円

④主作物の畝間に麦類や牧草等を作付けする取組 ８，０００円

⑤園地に麦類や牧草等を作付けする取組 ８，０００円

⑥有機農業（化学肥料及び農薬を使用しない取組）
　（うち、そば等雑穀・飼料作物）

８，０００円
（３，０００円）

◆提出期限　７月１日（月）まで

■問い合わせ先　農業政策課農産係（市役所新館４階）

　　　　　　　　☎４０－７１０２



農 業 ひ ろ さ き（４） 第８７号 ２０１３年（平成２５年）５月１日

１　田（水稲）、樹園地の部

参　考　地　区 区　　分
実績面積

すべての賃貸借 備　　　考
（２４年度賃借料
平均額）　（円）

件　　数
（件）

左のうち、賃借料が
金銭以外の件数（件）

賃借料平均額
（１０㌃当たり）（円）（㌃）

水稲複合型地区
（和徳・豊田・堀越・藤代・大浦）

田（水稲） 6,983 142 102 12,900 12,300
樹園地 373 7 0 15,000 13,000

果樹主作型地区
（清水・東目屋・船沢・裾野・岩木・相馬）

田（水稲） 3,378 63 30 12,500 12,500
樹園地 3,884 59 5 8,700 9,900

果樹複合型Ⅰ型地域
（高杉・新和）

田（水稲） 5,747 109 96 15,600 14,700
樹園地 902 19 3 8,200 7,700

果樹複合型Ⅱ型地域
（弘前・千年・石川・駒越）

田（水稲） 2,715 61 48 12,500 12,700
樹園地 613 13 3 5,000 10,700

弘前市全域の合計及び平均
田（水稲） 18,823 375 276 13,600 13,000
樹園地 5,772 98 11 8,600 9,700

２　畑（普通野菜・花き等）の部

参　考　地　区
実績面積

すべての賃貸借  備　　　考
（２４年度賃借料
平均額）　（円）

件　　数
（件）

左のうち、賃借料が
金銭以外の件数（件）

賃借料平均額
（１０㌃当たり）（円）（㌃）

弘前市全域 2,218 42 10 4,700 4,900

※上記の表は、平成２３年１月から平成２４年１２月までの２年間に結ばれた賃貸借契約について集計を行い、参考賃借料と
して示したものです。※平均額には、金銭以外で賃借料を支払ったものも、金額換算して算入しています。※各金額欄は、
１００円未満を四捨五入しています。※金銭以外での支払いは、田及び畑が米で、樹園地はりんごが主なものとなっています。

地　籍　調　査　の　進　め　方

５月中旬

６月上旬から

７月末

６月下旬から

１２月末

翌年

２月中旬から

３月上旬

新たな公図・登記

簿の備付けには、

閲覧から概ね一年

ほどの期間がかか

ります。

◎説明会の開催※

　地元の集会所等で地籍調査の説明を行います。

◎現地調査の開始

○立会通知書（はがき）の送付

　　現地調査の対象地や立ち会いの日程、集合

　　場所が記載されています。

○現地調査※

　　立会通知書に記載された日時・場所へ集合

　　し、関係者で境界の確認をします。

◎現地測量の実施

　現地調査後、市から受託した測量業者が調査

　結果をもとに現地の測量を行い、地籍図・地

　籍簿を作成します。

◎作成した地籍図・地籍簿の閲覧※

○土地所有者が地籍図と地籍簿を農村整備課・

　地元の集会所等で確認します。

（閲覧期間は、２０日間を予定しています。）

⇩
◎県の確認と法務局への送付

　閲覧の結果、異議がなければ県の確認・審査

　を受けた後、法務局へ送付されます。

⇩
県の確認・審査を受けた地籍図・地籍簿に基

づき、これまでの公図・登記簿は訂正され、

新たな公図・登記簿として法務局へ備え付け

られます。

「※」印の箇所

大切な財産に係ることですので、原則として本人の参加・立会・確認

をお願いしていますが、困難な場合には代理人でも可です。

地 籍 調 査

『地籍』は土地の『戸籍』です！
　「地籍調査」は、土地登記の単位である「筆」ごとに、
所有者・地番・地目及び境界の調査と測量を行い、「地籍
図」や「地籍簿」を作成する事業です。
　皆さんの財産である土地の保全に
万全を期するため、調査にご協力を
お願いします。
◆土地所有者へのお願い

①あらかじめ隣接する土地の所有者と土地の境界を確認
しておいてください。
②土地の境界が雑草などで確認が難しい場所は、刈り払
いを行うなど明らかにしておいてください。
③立会い・閲覧の通知は登記名義人に送付します。土地
の売買などがあり、まだ登記の済んでいない場合は、
早めに手続きをしておいてください。
◆平成２５年度地籍調査実施予定地…石渡字田浦、石渡
五丁目、八代町、町田一丁目（一部）・三丁目（一部）、
船水字勝浦・松尾・横船、船水一丁目・二丁目・三丁
目、萢中字岩井（一部）
◆調査面積…１．４８平方㌔㍍（１４８㌶）
■問い合わせ先　農村整備課地籍調査係
　　　　　　　　（市役所新館４階）☎４０-７１０３

平成２５年度農地賃借料情報平成２５年度農地賃借料情報
■問い合わせ先　農業委員会農地係（市役所新館４階）

☎４０－７１０４

　農地の賃貸借契約を締結する場合の目安にしてもらうた

め、市農業委員会では、平成２３年１月から平成２４年１２月

までの賃貸借契約における市内の水田や樹園地などの賃借料

を集計した参考賃借料情報を提供します。

　農地の賃借料を決める際にご活用ください。


