
　平成２４、２５年と２年続きの豪雪により、りんご樹の枝折

れやビニールハウスの倒壊など大きな被害を受けました。

　今冬は、被害に遭わないよう雪が降る前に雪害防止対策を

徹底しましょう。また、豪雪に備え、根雪前に融雪促進剤を

園地内に準備しておきましょう。

１　りんご

　　支柱入れや枝吊り、苗木の結束などを行いましょう。

　　以前に雪の被害を受けた園地では、特に念入りにしまし

　ょう。

２　野菜・花き等のビニールハウス

　　雪の重みで倒壊しないよう支柱や筋かい等

　を取り付けるなどして補強しておきましょう。

　弘前市と官民一体で観光・経済の連携を進めている函館市

は、工藤壽樹市長を団長とする訪問団、約３１０名で１０月

１９日に弘前市を訪れました。

　ＪＲ弘前駅で行われた歓迎イベントでは、弘前産りんごのＰ

Ｒと消費拡大のために市農業委員会（下山勇一会長）の有志を

代表して運営委員６名が参加。農業委員が自ら生産した美味し

くて質の良い自慢の「弘前りんご」を１個ずつ提供しました。

　会場では、葛西憲之弘前市長やたか丸くんも訪問団を歓迎し

ました。

　弘前の旅を楽しみにしていた函館市民の方々は、到着早々の

歓迎に顔をほころばせていました。
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特殊な音波で野鳥を撃退
　野鳥によるりんごへの食害を防止するために、市と関係

機関・団体が連携して鳥害実態調査を行っております。

　松木平にある伊藤公正農業委員の園地では、調査の一環と

して超音波を発生させて野鳥を追い払う機器を設置し、効果

実証実験を行いました。

　結果は、今後の鳥害

対策に役立てていきま

す。

　東北農政局ほかが主催する第５回東北管内耕作放棄地解消

事例発表会が、１０月１７～１８日に弘前市で開催され、弘前

市民文化交流館（ヒロロスクエア内）で行われた１日目には、

東北各県の農業行政関係者約２４０名が参加しました。

　基調講演を行った弘前大学農学生命科学部の藤﨑浩幸准教

授は、「耕作放棄地は農業だけの問題ではない。対策には、む

らづくりの視点を持って取り組むことが大事」と述べました。

　続いての事例発表では、東北管内の４団体が先進事例を紹

介。本県からは、鬼楢営農組合（弘前市）鳴海廣治組合長が、

耕作放棄地再生への取り組みを発表し、参加者は耕作放棄地

対策と有効利用について熱心に聞き入りました。

　また２日目の現地調査は、黄金崎農場の耕作放棄地再生利

用農地（市内大森勝山）を視察し、参加者は理解を深めました。

たか丸くんも訪問団を歓迎しました

講演を熱心に聞く参加者たち

りんご樹に設置された

音波発生装置と

伊藤委員



農 業 ひ ろ さ き（２） 第９４号 ２０１３年（平成２５年）１２月１日

　担い手育成に係る補助事業を実施しています。

予算に限りがありますのでお早めにお問い合わせください。

～担い手等育成事業～

◆事業内容　農業者団体が行う、農業経営等に関する研修会

　　　　　　や異業種・都市消費者との交流など、地域農業

　　　　　　の維持及び発展を目的とした活動の経費を助成

　　　　　　します。

◆対象者　　市内に住所を有する農業者５人以上で組織され

　　　　　　た団体

◆補助対象経費　謝金、旅費、通信運搬費、消耗品費等

◆補助金額　２分の１以内（上限１０万円）

～集落営農法人化等支援事業～

◆事業内容　個人農業者等が行う、農業生産法人の設立に向

　　　　　　けた活動に係る研修会や座談会等の経費を助成

　　　　　　します。

◆対象者　　個人農業者、農業者団体

◆補助対象経費　謝金、旅費、印刷製本費、講習受講料等

◆補助金額　２分の１以内（上限１０万円）

～集落営農法人化等フォローアップ事業～

◆事業内容　設立直後の農事組合法人等が行う、経営の維持

　　　　　　・発展に向けた研修会等の実施及び資格取得の

　　　　　　ための講習会への派遣等の経費を助成します。

◆対象者　　平成２２年４月１日以降に設立登記した農事組

　　　　　　合法人、農業生産法人

◆補助対象経費　謝金、旅費、印刷製本費、講習受講料等

◆補助金額　２分の１以内（上限２５万円）

■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

【対象となる災害】…風害・ひょう害・凍霜害

【対象となる割合】…畑ごと計算型（畑ごとの減収量で計算）

は３割以上、畑ならし計算型（すべての畑での減収量で計算）

は２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４０～６５円（「ふじ」の場合）

　　※品種・加入方式等によって異なります。

　★補償額は最高でおよそ１箱２，３５０円（「ふじ」の場合）

　　※品種によって異なります。

○ 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！

○ 弘前市による農家負担額（賦課金を除く）の一部（特定３点

方式は２０％、その他は１０％）の助成を予定しています。

★２６年産加入申込みの受付中です。加入を検討している方、

内容を詳しく知りたい方、また、２７年産総合一般方式の内

容を知りたい方もお問い合わせください。

■問い合わせ先　ひろさき広域農業共済組合果樹課

　　　　　　　　☎２８－５７００

　市では、福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故に伴う農

産物等への風評被害を防止するため、昨年度に引き続き、農

産物等放射線モニタリング調査を市内１１か所で、７月から

１１月まで毎月１回実施しています。

　１０月の調査結果は下記のとおりです。

◆１０月２日（水稲のみ）及び１８日調査結果【放射能検査】

　りんご５か所、水稲１か所、トマト１か所、ピーマン１

か所、清水森ナンバ１か所の計５品目、９か所で実施し、

全てにおいて放射性セシウムは検出されませんでした。

◆市ホームページ

　現在までのモニタリング調査の結果等については、市

ホームページでご覧いただけます。

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/

【モニタリング調査結果書の利用について】
　市の放射線モニタリング調査結果書は、弘前市で生産
された農産物を出荷する際、放射線についての安全性証
明書としてご活用いただけます。
　モニタリング調査結果書の原本証明を希望される方は、
下記へお問い合わせください。（発行手数料無料）

■問い合わせ先　農業政策課農産係（市役所新館４階）

　　　　　　　　☎４０－７１０２

　りんごの輸出の知識やノウハウについて学べるセミナー

（全４回、輸出経験不問）を開催します。

①「貿易の基礎知識」

◆日程　平成２５年１２月２０日（金）

　　　　午後１時３０分～午後４時３０分

◆内容　第一部：貿易の商習慣・規則・救済方法

　　　　第二部：貿易のリスクとその回避方法

②「ドキュメンテーションと契約書」

◆日程　平成２６年１月１０日（金）

　　　　午後１時３０分～午後４時３０分

◆内容　第一部：ドキュメンテーション

　　　　　　　　（輸出に係る情報の収集・整理・体系化）

　　　　第二部：国際取引の契約書

③「国際物流」

◆日程　平成２６年１月２７日（月）

◆内容　第一部：異文化認識

　　　　第二部：国際物流のフロー（手続書類とモノの流れ）

　　　　第三部：八戸港現場視察

　※実際の貿易港を視察しながらのセミナーとなります。

　　弘前～八戸の往復送迎バスあり。

　　時間等の詳細は参加者へ直接お知らせします。

④「貿易交渉のスキルアップ」

◆日程　平成２６年２月７日（金）

　　　　午後１時３０分～午後４時３０分

◆内容　実務演習（価格交渉・契約等）

～共通事項～
▼ところ　①②④弘前市立観光館研修室、

　　　　　③八戸港・八戸貿易センター

▼受講料　無料　　※事前の申込が必要

▼定員　　各回２０名

◆申込締切　①１２月１６日（月）、②１月６日（月）、

　　　　　　③１月２０日（月）、④２月３日（月）

■問い合わせ先　りんご課販売促進係　☎４０－７１０５



新しい農業委員紹介

農 業 ひ ろ さ き （３）第９４号２０１３年（平成２５年）１２月１日

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 389 山崎一丁目

田 原野 14.84a
交渉次第

畑 原野 5.11a

■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

農
地

流
動
化
情
報
（新規）

　個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所

得、不動産所得又は山林所得の合計額が３００万円を超える方

に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成２６年１月

から、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方（所得税

及び復興特別所得税の申告の必要がない方を含みます。）につ

いて必要となります。

　記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホー

ムページ（http://www.nta.go.jp）に掲載されていますので、

ご覧ください。

○帳簿等の保存　収入金額や必要経費を記載した帳簿の他、

　取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書等

　の書類を保存する必要があります。

【帳簿・書類の保存期間】

保存が必要なもの 保存期間

帳簿
収入金額や必要経費を記載した帳簿 ７年

業務に関し作成した上記以外の帳簿 ５年

書類

決算に関し作成した棚卸表その他書類

５年業務に関し作成し、又は受領した請求

書、納品書、送り状、領収書等の書類

■問い合わせ先　弘前税務署個人課税第一部門（担当）

　☎３２－０３３１　※自動音声「２」を選択し担当まで

　農地は、大切な食料の供給基盤であり、一度、農地以外に

転用されると元に戻すことが極めて難しいことから、無秩序

な転用を防止し、農地制度に基づいて転用を行う必要があり

ます。

　このため、農地転用許可制度では、優良農地を確保するた

め、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分

し、転用を農業上の利用に支障が少ない土地に誘導するとと

もに、具体的な転用目的を有しない投機目的、資産保有目的

での農地の取得は認めないこととしています。

農地転用とは

　農地を住宅や倉庫等の建物敷地、資材置場、駐車場、道路

等農地以外の用地に転換することです。

　市街化区域内の農地転用にあっては、あらかじめ農業委員

会に届出を行えば許可を要しないこととなっています。

許可の可否については

　農地転用許可基準は、平成２１年の農地法改正によって、

それ以前に比べ、大幅な厳格化が図られました。

　このことから、以前転用許可された土地に類似する条件の

土地であっても、現在は許可されない場合もあります。

　一時的なものも含め、農地を農地以外の目的で利用する場

合には、事前に許可の見込みや、必要な手続きについて農業

委員会にご確認ください。

■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

　市では、市内の農村集落にある空き農家住宅の情報収集及び

情報提供を行い、新規就農者や新規就農希望者の空き農家住宅

への定住をすすめ、円滑な就農を支援するなど農村地域の活性

化を図ることを目的とした「ひろさき農家住宅情報バンク」を

実施しています。

　興味のある方は、下記へお問い合わせください。

◆情報収集・提供対象地区

　東目屋、船沢、高杉、裾野、新和、石川、

　岩木、相馬の８地区

■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、５８２

　市では、ハローワークや各農協の無料職業紹介所を通して、

新規に作業員を雇用したりんご農家に対し、その賃金の一部

を補助しています。

◆補助対象経費

　「摘果、袋掛け、袋はぎ、葉取り玉回し、収穫」の各作業　

　につき、５日間の研修期間分の賃金（交通費を除く）。

　上限は１日につき６，０００円。

◆その他要件

　今年新規に雇用した作業員で、７０歳以下であること。

◆持参するもの

　①印鑑、②通帳、③無料職業紹介所を通したことを証明す

　るもの（紹介状、雇用契約書）、④領収書の写し、⑤作業員

　の氏名、住所、生年月日がわかるもの

◆申請期限　平成２６年１月３１日（金）

■問い合わせ先　りんご課生産振興係

　　　　　　　　（市役所新館６階）☎４０－７１０５

　相馬村農業協同組合推薦の農業委員

が、１０月１０日付けで選任されました

ので紹介します。（敬称略）

　【農地部会】花
は な だ

田　勇
は や と

人
◆退任委員　成田勝弘
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農業委員会委員選挙人名簿 登載申請について

農 業 ひ ろ さ き（４） 第９４号 ２０１３年（平成２５年）１２月１日

　農業者年金には、①年間６０日以上農業に従事、②国民
年金第１号被保険者（免除者除く）、③６０歳未満の方であ
れば、農地を持っていなくても加入できます。
　また、認定農業者であるなどの要件を満たせば、保険料
の国庫補助もありますので、興味のある方はお近くの農協
又は農業委員会まで問い合わせください。
■問い合わせ先　農業委員会農政係　☎４０－７１０４

　農業委員会委員選挙人名簿は「農業委員会等に

関する法律」により、有権者からの申請に基づき、

毎年１月１日現在の選挙資格を調査し、調整する

ことになっています。

　１２月中旬に、調査員が皆さんのお手元に選挙

人名簿登載申請書をお届けし、平成２６年１月９

日（木）までに調査員が回収に伺いますので、「記

載注意事項」を参考に記入してください。

◆選挙資格　次の条件を全て満たしていること。

①平成２６年１月１日現在で弘前市に住所を有す

　る者。

②平成６年４月１日までに生まれた者。

③１０㌃以上の農地につき耕作の業務を営む者、

　その同居の親族又はその配偶者、及び農業生産

　法人の組合員、社員又は株主で、いずれも年間

　の耕作従事日数がおおむね６０日以上の者。

◆この名簿は平成２６年３月３１日から平成２７年

　３月３０日までに行われる農業委員会に関する

　全ての選挙に使用されます。

　農業委員会では、農業後継者りんご整枝せん定講習会兼競技会

を開催します。

　せん定技術の向上を目指し、地域間の連携を図るため、意欲あ

る後継者の皆さんの参加をお待ちしています。

◆日時　平成２６年１月２１日（火）午前９時～午後４時

◆場所　弘前市りんご公園（市内清水富田）

◆参加資格　弘前市内に居住するりんご生産農家の後継者で、

　１８歳から４０歳までの者

◆募集人数　３０人

◆競技会　団体の部（３人１組）と

　個人の部で、りんごの整枝せん定

　に関する実技と筆記試験の点数により順位を決定します。

　※市内各地区から幅広く参加者を募るため、同一団体での参

　加は２組までとさせていただきます。

◆参加料　無料

◆申込締切　平成２５年１２月２７日（金）

　　　　　　※募集人員に達した時点で締め切ります。

■申込み・問い合わせ先

　農業委員会農政係（市役所新館４階）☎４０－７１０４

■問い合わせ先

【弘前地区】農業委員会農政係（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




