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テープカットをする葛西市長（中央）と関係者

　このまつりは、りんごの花を新たな観光資源として活用

し、りんご産業の振興を図ろうと弘前さくらまつりに続く

春のイベントとして毎年開かれています。

　今年は低温の影響で開花が遅れ、まつり初日は、まだつ

ぼみであったものの、開会式では、保育園児がたか丸くん

と一緒に踊りを披露し、葛西憲之市長や農業団体などの関

係者がテープカットを行い開催を祝いました。

　まつり期間中は、ミニＳＬ運行や津軽三味線生演奏、巨

大アップルパイの販売、愛嬌たっぷりのお猿さんの猿まわ

しやジャグリングパフォーマンスショーなどのイベントが

行われ、多くの家族連れや観光客で賑わいました。

盛況！
りんご花まつり開催！！

　５月６日から１９日までの間、市りんご公園において、

「りんご花まつり」が開催されました。

　会員同士のお見合い、婚活サポーター制度、会員限定交

流会で、結婚活動を支援します。

◎会員募集

◆対象　真剣に結婚を望む２０歳以上で、次の項目に該当す

る独身者

①弘前市に居住する農業者

②農業に興味があり、結婚後市内に住める方、住みた

い方

※②に該当する方同士のお見合いは致しません。

◎婚活サポーター募集

　一緒に結婚活動を支援しませんか。

　結婚を望む独身男女の相談やお見合いの仲介などをボ

ランティアで行うおせっかい屋さんです。

◆対象　明るく元気で、やる気のある方であれば、年齢、

男女は問いません。ただし、応募多数の場合は、選考し

決定します。

■問い合わせ先　農業委員会事務局農政係

　　　　　　　　（市役所新館４階）

　　　　　　　　☎４０－７１０４

　　　　　　　　メール nougyou@city.hirosaki.lg.jp へ

二人で育てた物を　二人で食べる幸せ

すてきな出会いをサポートします！

～独身農業者縁結び事業～

　昨冬を上回る豪雪によるりんご樹の雪害を受けて、市農業委員会（下山勇一会

長）の運営委員６名は４月２４日、葛西憲之市長に対し、農業委員会が実施した雪

害調査結果を踏まえた「豪雪によるりんご樹被害に関する要望」を提出し支援策を

求めました。

　葛西市長は、「苗木等購入の支援を検討したい。また、交通確保については今回

行ったりんご樹雪害対策農道等除雪モデル事業やりんご樹雪害対策スノーモービル

農道圧雪モデル事業を検証した上で、できる限り要望に応えるよう検討していきた

い。」と述べ、運営委員と熱心に意見交換しました。

補植用苗木の購入経費や農道除雪の支援を！

要望事項
①被害を受けたりんご樹を修復するための支柱等資材及び補
植用苗木の購入経費に対する支援について
②りんご樹雪降しや融雪剤散布が必要時にできるように、農
道除雪とスノーモービル等の圧雪による交通確保に対する
支援について



農 業 ひ ろ さ き（２） 第８８号 ２０１３年（平成２５年）６月１日

◆調査のポイント◆

①許可を得ずに農地以外に転用されてい
る農地はないか
②耕作が放棄されている農地はないか
③周辺の営農に支障を与えている農地は
ないか

④以前に指導を行った耕作放棄地の状況

　農地は食料の生産基盤である大切な資産であり、限ら

れた資源です。一度耕作を放棄すると、数年で原形を失

うほどに荒れてしまいます。また、病害虫の発生など、

近隣の農地や住民に大変迷惑がかかります。農地を所有

する方は、適正な管理をお願いします。

　なお、労働力不足で耕作ができないなどの理由で、農

地を貸したい・売りたい方は、耕作を放棄する前にお早

目にご相談ください。

■問い合わせ先　農業委員会農地係（市役所新館４階

　☎４０－７１０４）又は地区農業委員まで

　農地法では、農地の所有者などに農地の適正かつ効率的な

利用を確保する責務があることを規定しています。

　また、農業委員会は毎年１回、農地の利用状況について調

査を行うことが義務付けられています。

　調査は市内すべての農地について行います。特に今年度は相

馬地区を重点地区として位置づけ、より詳しく調査を行います。

　調査のため、農業委員や事務局職員が農地内に立ち入るこ

ともありますが、ご理解とご協力をお願いします。

　なお、調査の結果、農地の不適正な利用や耕作放棄地など

が明らかになった場合は、農業委員会が行う指導の対象とな

ります。

　６月は農地の調査実施期間として、地区の農業
委員が、農地の利用状況を調査しています。

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
　弘前市担い手育成総合支援協

議会では耕作放棄地解消のため、

農業者等が耕作放棄された農地

を売買や貸借等により権利を取

得して再生する取り組みに対し、

その費用の一部を助成しています。

◆対象者　農業者、農業法人

◆助成基準　次のうち全て該当する対象者

①耕作放棄地再生後、５年間以上の耕作が見込まれること

②農業振興地域の農用地区域内にある農地であること

③土地所有者に賃借料収入が生じる場合、その額を弘前市

担い手育成総合支援協議会で徴収し、再生作業の経費に

充当すること

④再生作業については、１０㌃当たり１０万円以上の経費を

要すること

◆助成内容及び助成額

○再生作業（障害物除去・整地・土壌改良等）

　定額５万円／１０㌃または事業費の２分の１

○営農定着（作物の作付）

　定額２.５万円／１０㌃

　（ただし、経営所得安定対策における直接支払い交付金の

交付対象農地に該当する場合は対象外）

※上記内容は平成２５年３月末までに農林水産省より発表

されたものであり、今後、変更となる場合があります。

■申込み・問い合わせ先

　弘前市担い手育成総合支援協議会事務局

　（市役所新館４階・農業政策課農業振興係内）

　☎４０－７１０２

※農地の売買、貸借をするときは、農業委員会に

　許可申請の手続きが必要になります。

■農地の売買、貸借に関する問い合わせ先

　農業委員会農地係（市役所新館４階）

　☎４０－７１０４

ご協力をご協力を！！

　農地の売買・貸借又は贈与をしようとするとき、農地を

農地以外のものに転用しようとするときは、農業委員会で

許可申請等の手続きが必要になります。

　許可を得ないで行った農地の売買や貸借などは、契約に

効力がなく農地法違反にもなりますので、忘れずに手続き

を行いましょう。

■問い合わせ先

【弘前地区】農業委員会農地係（市役所新館４階）

　　　　　　　　　☎４０－７１０４

【岩木地区】農業委員会岩木分室（岩木庁舎１階）

　　　　　　　　　☎８２－３１１１内線６１１

【相馬地区】農業委員会相馬分室（相馬庁舎１階）

　　　　　　　　　☎８４－２１１１内線８０５

手続きの流れは下記のとおりです。

許可申請書等の
受付締切日

・毎月２７日です。
・ただし、当日が休日等のときは、休日等の次
の日が締切日となります。

⬇
農業委員による
聞き取り調査

・締切日翌月の中旬に、農業委員が直接申請者
から利用目的などを聞き取る調査等を行う場
合があります。

⬇

農業委員会
農地部会での
審議

・原則毎月２４日に開催します。
・許可申請書等はここで審議され、許可等が決
定します。ただし、農地転用許可申請は、農
地部会での審議を経て許可権者である県知事
に送付することになります。

⬇

許可書等の交付

・許可書等は農業委員会事務局または分室窓口
で交付します。
・申請者への通知は、農地部会終了後ハガキ等
で行います。
・農地転用に係る許可書等は、県知事による許
可等決定（申請締切日の翌々月の下旬頃）後、
同様に交付します。なお、都市計画法の開発
審査会の審査を要する許可申請については、
更に１か月を要する場合があります。
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申出
区分 略図 農地の所在 現況

地目
利用
状況 面積 希　　望

売渡価格

売り
たい 380 門外字村井 畑 大豆 74.0a 10a当たり130万円

■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）☎４０－７１０４　　　　　

②農業委員会岩木分室（岩木庁舎１階）☎８２－３１１１内線６１１

③農業委員会相馬分室（相馬庁舎１階）☎８４－２１１１内線８０５

ひろさき農林業危機対策連絡会議
　冬の豪雪による農林業被害への今後の対応を検討する、平

成２５年度ひろさき農林業危機対策連絡会議（会長葛西憲之

市長）の第１回会議が４月１１日、第２回会議が５月８日に

市役所内で開催されました。

　会議では、市長をはじめ農業関係団体の代表などが出席。

被害状況や県・市等の支援情報を共有し、被害への対応につ

いて様々な協議がされました。

　市では、農業振興のために利用・保全すべき土地を、『農

用地区域』（耕作していない農地も含む）として設定してい

ます。

　この区域内の農用地を住宅用地や農業用施設用地（倉庫、

資材置き場など）といった耕作以外の目的に使用する場合、

市が設定している区域から除外するなどの手続きが必要とな

ります。

　農振除外の手続きは約６か月以上の期間を要します。また

７月３１日を過ぎますと、次回分は１０月３１日が締切りとな

ります。

　なお、受付・相談は農用地の所在する各地区の担当課窓口

で行っています。

■問い合わせ先

　【弘前地区】農業政策課計画推進係

　　　　　　　（市役所新館４階☎４０－７１０２）

　【岩木地区】総務課農林係

　　　　　　　（岩木庁舎１階☎８２－１６２１）

　【相馬地区】総務課農林係

　　　　　　　（相馬庁舎１階☎８４－２１１１）

　平成２６年度中にスピードスプレイヤー等を導入する際

に、市の補助を受けたい共同防除組合は、りんご課までご連

絡ください。

※ここでいう共同防除組合とは、弘前市内に住所を有する３

戸以上の農業者で組織した、組織及び運営に関する規約等

がある団体のことです。

■問い合わせ先　りんご課生産振興係（市役所新館６階）

　　　　　　　　☎４０－７１０５

　市では、後継者不足や耕作放棄地の増加など「今後、地域農業をどうしていくのか」という「人と農地の問題」を解決する

ための計画『人・農地プラン』を策定しています。この『人・農地プラン』に、各地域における新規就農者、農地集積の協力

者として記載された方は、以下の給付金等の交付を受けることができます。

　今年度の事業活用をお考えの方は、平成２５年８月３０日までに下記へお問い合わせください。

青年就農給付金

（経営開始型）

農地集積協力金

経営転換協力金 分散錯圃解消協力金

対 象 者

平成２１年４月以降に独立・自営就

農した方

リタイヤ等を契機に、経営する全て

の農地または特定部門の農地を地域

の中心となる農業者へ貸し出す方

農地の一部を貸し出すことで、農地

集積の連坦化に協力する方

対象要件
独立・自営就農時の年齢が４５歳未

満であること等

販売農家であること

農協等を仲介組織として、１０年以上農地を貸し付けること等

交 付 金
年間１５０万円（最長５年間） 貸し付けを行った面積に応じて３０

～７０万円

貸し付けを行った面積１０㌃当たり

５，０００円

そ の 他
親元就農してから５年以内に経営継

承する場合等は対象となります。

遊休農地の保有者は、交付対象者か

ら除かれます。

遊休農地は、交付対象農地から除か

れます。

■問い合わせ先　農業政策課農業振興係（市役所新館４階）☎３５－１１１１内線５８１

各地域の「人と農地の問題」を解決しましょう！各地域の「人と農地の問題」を解決しましょう！

農地転用、その前に…

農振除外申出７月３１日締切り
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　農業者年金を受給している方は、毎年６月中に「現況届」

を提出することになっています。この「現況届」は５月末頃

に農業者年金基金から郵送されますので、住所、氏名、生年

月日をお書きの上、下記のいずれかの窓口に提出してくだ

さい。

※未提出の場合、年金の支給が停止となる

　場合がありますので、ご注意ください。

◆現況届の提出先

　農業委員会事務局（市役所新館４階）

　農業委員会岩木分室（岩木庁舎１階）

　農業委員会相馬分室（相馬庁舎１階）

■問い合わせ先　農業委員会事務局農政係

　（市役所新館４階）☎４０－７１０４

　さくらんぼ狩りやバーベキューパーティーを出会いの

きっかけに、楽しく交流しながら親交を深めましょう！

◆日時　６月３０日（日）雨天決行　午前１０時市立観光館

バスプール出発・午後５時市立観光館バスプール解散

◆内容　市内小沢にある「津軽ゆめりんごファーム」の観光

農園で、さくらんぼの収穫体験や手作りピザを作った後、

バーベキューを楽しみながら交流パーティーを行います。

◆対象　おおむね２０歳から４５歳位までの独身男女（ただ

し、男性は市内に居住する農業青年）

◆参加料　男性：４，０００円・女性：２，０００円

◆定員　男女各２０名

■申込み・問い合わせ先　６月２１日（金）までに

　弘前市青年交流会実行委員会事務局

　（市役所新館４階・市農業委員会事務局内）へ

　☎４０－７１０４ メール nougyou@city.hirosaki.lg.jp

弘前市青年交流会

〜夏の出会いはＢＢＱ!!〜

Picking Cherry & BBQ PartyPicking Cherry & BBQ Party

　クマの目撃情報が出始めています。作業中被害に遭わない

ために、次のことに注意しましょう。

○クマが出没するおそれのある山ぎわ付近の作業時や、クマ

の活動時間と重なる早朝や夕方は特に注意する。

○笛や鈴、ラジオなど音の出るものを身につけたり、爆竹を

鳴らして存在を知らせる。

○廃棄したりんご・野菜などを放置しておくとクマを引き寄

せる原因となるので、焼いたり埋めたり適切に処分する。

【クマに遭遇したら】

○クマは逃げるものを追う習性があるため、後ずさりしなが

ら静かに立ち去る。

○大声を上げたり、攻撃したりしない。

○子グマの近くには親グマがいる場合が多い

　ため、見つけても近寄らない。

■問い合わせ先　農業政策課農産係

　（市役所新館４階）☎４０－７１０２

　ワイン用ブドウの栽培に興味がある人

はいらっしゃいませんか。果樹経営の複

合化により、自然災害のリスク分散や、

所得確保が図れます。勉強会などを予定

していますので、ご連絡ください。

■問い合わせ先　りんご課生産振興係

　（市役所新館６階）☎４０－７１０５

ワイン用ブドウに興味がある人募集中

◆対象となる災害　風害・雪害等すべての気象災害、地震・

噴火・火災・病虫害等

◆対象となる割合　３割以上の被害から共済金が支払われ

ます。

◆農家負担額と補償額　申込みは箱数単位となります。

※農家負担額はおよそ１箱８５円：「ふじ」の場合

（品種によって異なります。）

※補償額は最高でおよそ１箱２，０５０円：「ふじ」の場合

（品種・補償プランによって異なります。）

◆申込締切　平成２５年７月５日まで

■問い合わせ先　ひろさき広域農業共済組合

　　　　　　　　☎２８－５７００

○国が掛金の半分をあらかじめ負担！

○防風ネット・防霜ファンがあればさらに割引！

　県では、平成２５年度「農山漁村の元気な女性活動促進事

業」を活用して本格的な起業に取り組む若手女性を下記のと

おり募集しています。

◆対象者　青森県の農山漁村において農林水産資源を活用し

た直売、加工、農漁家レストラン、体験交流等の起業活動

に取り組んでいる農漁家若手女性（５５歳以下）又はこれ

らの女性が中心となり組織する団体

◆補助対象経費　農林水産資源を活用した起業のために必要

な機械施設整備費、原材料・消耗品費、販売促進費、事務

費、新商品の試作等に係る委託費、アドバイザー派遣費

など

◆補助率　補助対象経費の２分の１以内の額

　　　　　（上限は５０万円／１件）

◆応募締切　６月２８日（金）

■問い合わせ・応募先　中南地域県民局地域農林水産部

　　　　　　　　　　　農業普及振興室　☎３３－４８２１

現況
届

農業者年金を受給しているみなさんへ

現況届の提出を忘れずに


