
　市では２月７日、学識経験者や農業団体関係者で構成する

「ひろさき農政会議」を開催しました。

　会議では、①耕作放棄地防止対策検討委員会による「耕作放

棄地対策の仕組みの構築」の中間報告と今後のスケジュールに

ついて、②りんご課からりんご公園の再リニューアル基本構想

についての報告がありました。いずれも出席者から活発な意見

が出ていました。

　このうち①では、耕作放棄地防止対策検討委員長の藤﨑浩幸

弘前大学農学生命科学部准教授から、農地の利用調整機能を持

つ組織と農地として維持

管理する組織が連携する

仕組みを、構築するべき

ではないかという報告も

ありました。

　今回は、小規模の交流会を市内百沢にあるペンション＆農家レ

ストラン「ル・カルフール」において２回開催。

　２月８日に開催された第一弾のイベントでは、男性７人と女性

６人の合計１３人が参加しました。

　参加者は自己紹介をした後、「ル・カルフール」オーナーの田村

夫妻の指導の下、互いに協力しながら粉から作る手作りパスタや

ダッチオーブンを使った焼きりんごを作り、交流を深めていまし

た。その後、実行委員である前田清弘監事が乾杯のあいさつをし、

自分たちで作った料

理を囲んで交流パー

ティーを実施。

　最後に行ったカッ

プリングカードの結

果では、１組のカッ

プルが誕生しました。

　独身農業後継者で組織する弘前市青年交流会実行委員会（高田

成功実行委員長）は、雪山レストランで手作りパスタや野菜たっ

ぷりパテなど、簡単なのに本格的な料理を作ることを通して出会

いの場を提供する「弘前市青年交流会～Farmer ♡'s キッチン～」

を開催しました。

焼きりんごの作り方について説明を聞く参加者たち（第一弾）

　市の農業は、従事者の高齢化や担い手不足、不安定な農産

物価格など様々な問題を抱えており、農業者自らが考え、行

動することが重要になってきています。また、近年、大雪や

台風等の不安定な天候が続いていることから、災害に強い農

業経営が求められています。

　そこで弘前・岩木・相馬の各地域の認定農業者連絡協議会

が主催する今年の天候と農産物づくり講演会が２月１４日、

岩木文化センター「あそべーる」において開催されました。

　講師の佐藤士郎氏（株式

会社渡辺採種場）が、暦で

今年の天候や農産物の生育

がどうなるのかをユーモア

を交えながら講演し、出席

者は講師の話に聞き入って

いました。

　２月２３日に

同会場において

開催された第二

弾のイベントで

は、男性１２人

と女性１２人の

合計２４人が参

加しました。

　参加者は、まず班ごとに分かれて野菜をたくさん使った

パテを作りました。男女向かい合っての自己紹介を行い、

参加者同士打ち解けた後、ピザを手分けしながら調理しま

した。その後、実行委員である森正文理事が乾杯のあいさ

つをして交流パーティーを実施。

　最後に行ったカップリングカードの結果では、４組の

カップルが誕生しました。

　第一弾、第二弾共にカップルになった参加者の今後の

進展が期待されます。

◆実行委員募集中！

　青年交流会では、交流会を一緒に企画・運営してくれる

実行委員を募集しています。会員には随時、交流パーティ

ーやセミナー等の開催情報もお知らせします。

※要件は市内に居住する農業後継者（おおむね２０歳から

　４５歳までの独身男女）です。

　一緒に楽しい交流会を開催しましょう。

■問い合わせ先　青年交流会実行委員会事務局

（農業委員会農政係）☎４０－７１０４

野菜たっぷりパテを協力して作る参加者たち（第二弾）

開催に当たり

あいさつをする葛西市長 笑いの絶えない講演会
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　意欲とやりがいの持てる農業経営を目指し、経営方針や家

族一人ひとりの役割、報酬、休日の取り方のほか生活の諸事

項などについて家族みんなで話し合って取り決める家族経営

協定の平成２５年度第３回合同調印式が２月１４日、中央公民

館岩木館で開かれ、出席した家族はそれぞれ目指す農業経営

の実現に向かって取り組むことを誓いました。

　今回、調印式には小山内美喜子さん、朝田順子さん、田村

眞裕美さん、鹿内臣久さん、藤田輝彦さんの５家族が締結し、

市ではこれで１１６家族が協定を結ぶことになりました。

　市農業委員会の下山勇一会長と中南地域県民局地域農林水

産部農業普及振興室の後藤敏美室長が立会人を務め、家族と

一緒に協定書

に署名しまし

た。

家族経営協定について詳しく知りたい方は・・・
■問い合わせ先　農業委員会農政係（市役所新館４階）

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

～仕事も子育てもがんばれる職場づくりをめざして！～

ひろさき「ワーク・ライフ・バランス」フォーラム
　市では、『ワーク・ライフ・バランス』（仕事と生活の調和）

を考えるフォーラムを２月５日、市民文化交流館ホール（ヒ

ロロ４階）で開催しました。

　第一部では、ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパンの徳倉

康之事務局長を招き、「笑っている父親が社会（企業）を変え

る！」と題した基調講演を開催。ファザーリング（父親であ

ることを楽しむこと）の意義等について話しました。

　第二部では、パネリストとして日本生命保険人事部の山内

千鶴輝き推進室長、家族経営協定締結者代表として市農業委

員会の小野誠一農業委員、コーディネーターとしてＮＰＯ法

人県男女共同参画研究所の田中弘子副理事長を交えてパネル

ディスカッションを

実施。

　企業や家庭の在り

方等について話し合

われました。
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事例紹介をする

パネリストたち

　農業委員会では、担い手の育成や農地の集積、遊休農地の

解消、適正な農地管理を目指して平成２６年度活動計画を作

成します。

　現場に即した計画とするため、作成にあたっては計画案を

公表して意見等を募集します。

　また、平成２５年度に作成した農業委員会活動計画の点検

と評価についても意見等を募集します。

◆募集期間　４月１日（火）から４月３０日（水）

◆計画案の閲覧方法

　○閲覧場所　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）、各出張所窓口

　○閲覧時間　いずれの閲覧場所も土・日曜日、祝日を除く

午前８時３０分から午後５時まで

　○市ホームページにも掲載しています。

◆意見等の提出方法

　所定の用紙に意見等を記入し、次のいずれかの方法で提出

してください。

※提出用紙は閲覧場所に備え付けてあるほか、市のホーム

　ページからもダウンロードできます。

　①郵送…〒０３６－８５５１　上白銀町１－１

　　農業委員会事務局あて

　②農業委員会事務局、農業委員会岩木分室、

　　農業委員会相馬分室のいずれかへ直接持参

　③ファクス…３２－３４３２

　④Ｅメール…nougyou@city.hirosaki.lg.jp
　※電話による意見の提出は受付しません。

◆意見等の公表　提出された意見等については、農業委員会

の考え方を示して公表します。なお、個別の回答はしませ

んのでご了承ください。

■問い合わせ先　農業委員会農政係　☎４０－７１０４

養成事業の研修生を募集します！
　りんご課では、下記の養成事業の研修生を募集します。

興味のある方は、りんご課までご連絡ください。

①第２９期りんご産業基幹青年
◆研修内容　栽培技術・流通・経営・教養など

◆研修期間　平成２６年７月～平成２８年３月

◆募集人員　３７人（性別は問いません。）

◆応募資格

　２０歳から３５歳までのりんご栽培に従事している人で、

青森県りんご協会地区支会長の推薦が得られ、将来とも

自立経営を目指す人、及び全日程出席できる人

　※県外・海外研修等には自己負担が伴います。

②りんご病害虫マスター
◆研修内容　りんご病害虫の生態、生活史と発生

　予察・農薬の作用機作と適正使用など

◆研修期間　平成２６年６月～平成２７年３月

◆募集人員　２０人（性別は問いません。）

◆応募資格

　おおむね３０歳以上のりんご栽培に従事している人で青森

県りんご協会地区支会長の推薦が得られ、将来とも自立

経営を目指す人、及び全日程出席できる人

　※県外研修等には自己負担が伴います。

●申込み期限　①及び②共に平成２６年４月３０日（水）

　　　　　　　※応募多数の場合は選考となります。

■問い合わせ先　りんご課生産振興係（市役所新館６階）

　　　　　　　　☎４０－７１０５
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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 398 百沢字東岩木山 原野 原野 39.73a 30万円/10a（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）☎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）

　

〜
独
身
農
業
者
縁
結
び
事
業
〜　

会
員
募
集
中
！

　平成２５年度に県から、ＶｉＣ・ウー

マンに認定された本市の農業者１人

を紹介します。特色ある地域農業の振

興と活性化に取り組む女性農業者とし

て、今後一層の活躍が期待されます。

　今回の認定者を含め、本市のＶｉＣ・

ウーマンは、２７人となります。

　平成２５年度に県から、農業経営士・青年農業士に認定さ

れた本市の農業者３人を紹介します。

　地域農業の推進役として、今後一層の活躍が期待されます。

　今回の認定者を含め、本市の農業経営士は１４人、青年農

業士は２２人となります。

石　田　嘉　人
（清野袋）

齋　藤　匡　志
（十面沢）

相　馬　和　也
（大和沢）

農業経営士 青年農業士

　りんご課では、市内在住のりんご農家が人手不足解消のた

め、新規に作業員を雇用した場合に、その研修期間に要する

賃金に対する補助事業を実施します。

　事前に申込みが必要ですので、活用をお考えの方は、りん

ご課にご連絡ください。

【条件】

・新規作業員は７０歳以下であること。

・無料職業紹介所（ハローワーク等）を通して雇用すること。

※これまでにこの事業を活用して雇用した作業員は対象にな

　りません。

【補助対象経費】

　摘果・袋掛け・袋はぎ・葉取り玉回し・収穫の５作業につ

　いて、各５日間の研修期間中の賃金。交通費を除く。

【補助金額】

　２分の１以内（上限は３，０００円／日）

【雇用終了後に用意するもの】

　領収書（押印のあるもの）、作業日誌、紹介状、通帳、印鑑

　また、作業員の生年月日と住所をお知らせください。

　※申込みされた方に必要書類をお渡しします。

【申込み・問い合わせ先】

　りんご課生産振興係　☎４０－７１０５

◆りんご農家の方へ…

　無料職業紹介所に求人登録してください。

◆りんご農家で働いてみたい方へ…

　無料職業紹介所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り

ません。

　ニホンザルなど有害鳥獣の追い払いにロケット花火を使用

するためには、事前に火薬の取扱い等に関する保安教育講習

会を受講しておく必要があります。受講を希望する方は下記

へお申込みください。

◆日時　４月２１日（月）午後４時～

◆場所　青森県総合社会教育センター大研修室

　　　　（青森市荒川字藤戸１１９－７）

◆受講料及び手数料　３，７００円

◆申込み期限　４月１１日（金）

■申込み先　日本煙火協会青森地区会

　　　　　　（青森市八幡林字熊谷８、丸山鉄砲火薬店内）

　　　　　　☎０１７－７３７－００８０

「農業ひろさき」に掲載する
広告を募集します！

　農業委員会では、民間事業者の事業活動を支援するため、

「農業ひろさき」に掲載する有料広告を

募集しています。

　掲載できる広告は、広報紙の性格上、

いくつか条件がありますので、詳しくは

市ホームページでご確認ください。

◆掲載場所　最終面の下方

◆１回の掲載料（いずれも白黒）

・第１号　縦４５ｍｍ×横８４ｍｍ以内　　　８，０００円

・第２号　縦９０ｍｍ×横８４ｍｍ以内　　１６，０００円

・第３号　縦４２ｍｍ×横１８０ｍｍ以内　 １６，０００円

◆申込み期限　掲載を希望する号の５０日前

◆市ホームページ

　　http://www.city.hirosaki.aomori.jp/
■問い合わせ先　農業委員会農政係（市役所新館４階）

　　　　　　　　☎４０－７１０４

　　　　　　　　メールnougyou@city.hirosaki.lg.jp

成　田　志賀子
（乳井）
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平成２６年度農地賃借料情報平成２６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２４年１月から平成２５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。

　春は空気が乾燥し、山火事が発生しやすい季節です。

　山火事の原因は、たき火やたばこの不始末によるものが

多く、私たちの注意で防ぐことができます。火を取り扱う

ときには、次のことを守るようにしてください。

①枯葉などがある火災の起きやすい

　場所では、たき火をしない。

②強風・乾燥注意報などが発令され

　ているときは、火気の使用を控える。

③たばこの火は確実に消し、吸い殻の投げ捨てをしない。

　朝市・産直マップに掲載する朝市・直売所を募集します。

ただし、次のすべてに該当することが要件となります。

①農産物の朝市又は直売所であること。

②開催日及び開催時間が決まっていること。

③農業者、農業者団体又は農業協同組合等に

　より運営されているものであること。

④対面販売できる者が常時１人以上いること。

⑤苦情や返品への対応が可能であること。

◆申込み方法

　申込み書による申込みとなります。

　※申込み書は農業政策課にありますので、

　　お問い合わせください。

◆申込み締切　４月１８日（金）必着

■問い合わせ先・申込み先

　　　　　　　　農業政策課農業振興係（市役所新館４階）

　　　　　　　　☎４０－７１０２

　平成２４年４月１日をもってベンゾエピン又はエンドスルフ

ァンを含む農薬は、販売・使用禁止農薬になりました。

　万一、対象商品をお持ちの場合は、最寄りの農協又は、農薬

販売店に返却してくださるようお願いします。

■問い合わせ先　農業政策課計画推進係（市役所新館４階）

　　　　　　　　☎４０－７１０２

【対象農薬名称】
・チオダン水和剤　　　　　　　　・マリックス水和剤
・兼商マリックス水和剤　　　　　・チオダン乳剤
・チオダン乳剤３５　　　　　　　　・ヘキスト・チオダン乳剤
・ヘキストチオダン乳剤　　　　　・マリックス乳剤
・マリックスＤ乳剤　　　　　　　・マック－Ｄ乳剤
・チオポン乳剤　　　　　　　　　・チオポン粉剤
・マリックスベイト　　　　　　　・マリックス粒剤３
・ラズベン粒剤　　　　　　　　　・マリックス粒剤
・一農チオダン粉剤３　　　　　　・ヘキストチオダン粉剤

老後に備え農業者年金に加入しませんか！
　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することができます。

　また、認定農業者であるなどの一定の要件を満たせば、保険

料の一部について国からの補助（政策支援）もありますので、

興味のある方や年金額の試算等を知りたい方は、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（市役所新館４階）

　　　　　　　　☎４０－７１０４

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 参　　考
（２５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）

最低額～最高額
　　　　　（円）（㌃）

水稲複合型地区
（和徳・豊田・堀越・藤代・大浦）

田（水稲） 6,056 120 82 12,500 3,300～24,000 12,900
樹園地 295 5 0 12,300 8,300～18,100 15,000

果樹主作型地区
（清水・東目屋・船沢・裾野・岩木・相馬）

田（水稲） 4,004 71 31 11,400 5,100～35,300 12,500
樹園地 5,438 67 6 7,100 1,000～18,200 8,700

果樹複合型Ⅰ型地域
（高杉・新和）

田（水稲） 4,375 80 72 15,100 5,000～24,000 15,600
樹園地 662 15 2 8,700 2,300～17,600 8,200

果樹複合型Ⅱ型地域
（弘前・千年・石川・駒越）

田（水稲） 2,941 60 45 11,800 3,000～18,000 12,500
樹園地 657 12 3 6,400 2,600～13,500 5,000

弘前市全域の合計及び平均
田（水稲） 17,376 331 230 12,800 13,600
樹園地 7,052 99 11 7,400 8,600

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 参　　考
（２５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）

最低額～最高額
　　　　　（円）（㌃）

弘前市全域 2,455 44 11 4,100 1,000～18,000 4,700

※上記の表は、平成２４年１月から平成２５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。


