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年頭のあいさつ

先般︑ＮＨＫ﹁クローズア

ップ現代﹂において北海道の

私有林﹁水源林﹂が海外資本

により買い占められている報

ＴＰＰでのアメリカの農業

榮一

の生産資材の物品の流れ︑い

分野でのねらいは︑
日本の水と

進藤

新年あけましておめでとう

かに太平洋沿岸に関係施設が

農地と言う教授もおります︒
い

会 長

ございます︒農家各位におか

多く建設されているかが思い

道がありました︒

れましてはつつがなく新春を

うまでもなく︑森林・河川・水

源・農地は︑
地域経済の持続性

知らされた所です︒
今後は風評被害の回避が是

を支える重要な資源です︒
緑豊

お迎えになられましたことと
心からお慶び申し上げます︒

非必要です︒さて︑平成 年

月に﹁新たな農地制度﹂が

かな自然を後世に残すために

また日頃︑村農業委員会に
格別のご支援を賜り厚く御礼

自給率の向上をめざした所で

優良農地の確保による食料

ールの農地を︑ 名の農業委員

管内１万１千７００ヘクタ

ってはならないと思います︒

も︑
将来に禍根を残すことがあ

あって平年作と発表され収穫

すが︑農業就業人口の減少・

スタートしました︒

が終了しました︒

申し上げます︒昨年の本県の
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力福島原子力発電所の放射能

本大震災と今なお続く東京電

トになりました︒

り︑大変厳しい一年のスター

ウ棚の崩壊等甚大な被害を被

家は豪雪による枝折れ︑ブド

しかし︑県南地区の果樹農

いして耕作放棄地の解消に務

農業委員会にもご協力をお願

ロールを年二回実施し︑周辺

よりご協力を頂き︑農地パト

が求められ︑大潟土地改良区

の農地について利用状況調査

村農業委員会にも管内全て

止めがかからない現状です︒

高齢化により農地の荒廃に歯

多幸・ご健勝をお祈り申し上げ

結びに農家各位︑
ご家族のご

ります︒

よう委員・事務局務めてまい

農家各位のご期待に沿える

よろしくお願い申しあげます︒

管理について特段のご協力を

ます︒
農家の皆さんにも農地の

が把握することは限界があり

さらに︑３月 日には東日

汚染事故︑震災直後からの農

まして新年のご挨拶と致します︒

めている所です︒

15

稲作は気象変動の激しい中に

12

業機械及び肥料︑ビニール等

11
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わたる委員会の活動に感謝
するとともに今後もご指導
を頂きたい︒
さて︑審議に入り﹁農業
の競争力︑体質強化に結
びつく施策に関する要請﹂
﹁農地の効率利用と農業委
員会組織の体制整備に関す
る要請﹂﹁地域の家と担い
手を守り生かす申し合わせ
決議﹂﹁ＴＰＰ交渉への参
加反対を求める緊急要請﹂
など活発な議論の後︑ほぼ
満場一致で決議された︒
大会決議実行運動計画の
提案︑大会宣言の後︑出席
者全員で力強く﹁がんばろ
う！﹂を三唱し︑閉会とな
った︒
残念ながらこの大会の後
に首相が我々の決議︑訴え
に対し︑﹁ＴＰＰ参加への
交渉﹂を表明するに至る⁝︒
マスコミなどで賛否両論
が報じられた問題ではあっ

委 員

!!
たが農業のみならず日本全
体の国益を考える前提で議
論しないと︑お互いにどち
らかに傾倒した議論を進め
て来たと感じているのは私
だけであろうか？農業団体
の集会であれば︑かつての
米価運動を彷彿させるその
雰囲気で世間の理解は得ら
れるのであろうか？財政改

土 井 博 文

ＴＰＰ参加交渉は国民目線で

平成 年 月１日横手市
民会館において︑今年で
回目を数える﹁秋田県農業
委員会大会﹂が開催された︒
はじめに︑主催者である
秋田県農業会議の二田孝治
会長があいさつ︒３年に一
度の農業委員選挙で︑女性
農業者の委員登用が 人
に増えたことなどに触れ︑
﹁農業のけん引役として遺
憾なく力を発揮し︑地域の
農業の発展に尽力されるよ
う願う﹂と述べた︒
審議に先だち農業会議会
長から表彰状が贈られた︒
当大潟村より伊藤修真氏︑
石原敏子氏と現会長進藤榮
一氏が表彰された︒長年に

第55回秋田県農業委員大会報告

(3)

革のおり︑利権を貪ろうと
するお役人のような⁝︒過
去の運動を検証し︑国民目
線の運動としていくべきだ
ろう︒当然︑農家としての
主張はすべきであるが⁝農
業あっての日本であるとと
もに国民あっての農業だか
ら︒
このほかにも農業を取り
巻く問題は山積している︒
一つ一つに問題意識をもち︑
委員の一人として解決の道
を探っていきたい︒

◎農業会議
会長表彰者

永年勤続表彰

進 藤 榮 一

功労者表彰

伊 藤 修 眞

功労者表彰

石 原 敏 子

村上 孝憲

遊休農地の
解消を目指して
農地部会長

農業委員会では毎年組織
運動として︑﹁地域の農
地と担い手を守り活かす運
動﹂のもと農地パトロール
を行っています︒遊休農地
の実態把握と発生の防止︑
また違反転用の防止などを
目的とするものです︒
前年度に続いて︑昨年の
７月と 月の２回に渡って
農地パトロールを実施しま
した︒土地改良区と農協の
職員の協力を得ながら︑委
員 名が四班に別れて行っ
ております︒村内入植地は
ごくわずかしかないのです
が︑周辺増反地の︑特に堤
防沿いに面した圃場に手が
つけられなかったであろう
耕作地が見られます︒こち
らの方は昨年に引きつづき
周辺市町の農業委員会に協

力を依頼し︑当該地区担当
委員にお願いしながら︑い
い方向へ進めていきたいと
思います︒
また︑ハウス団地は昨年
きれいに整備していただい
たところもありますが︑い
まだにほとんど手つかずの
ところ︑なかには目的外使
用となっているところもあ
ります︒こちらはまた︑文
書でお願いしていきたいと
思います︒隣近所に迷惑を
かけることになるのと︑病
害虫の発生︑最悪の場合に
は︑それが原因で不法投棄
の前兆にもなりかねません︒
おたがいみんなで注意しあ
いながら︑声かけしていた
だければと思います︒
農業従事者は年々高齢化
しています︒新規の就農者
が頭うちの現在︑益々﹁遊
休化﹂される農地の増加が
懸念されます︒みんなで︑
地域の﹁若い担い手﹂を育
てて︑遊休農地を少しでも
減らしていければと思いま
す︒

増 減

町村名 当初面積 現有面積

単位：ha

9,165

189

男鹿市

675

589

△86

旧山本町

11

13

2

旧琴丘町

328

329

1

八郎潟町

446

402

△44

旧八竜町

541

468

△73

その他

0

11

11

10,977

10,977

－

全国農業新聞は
農業者の利益代表機関である
農業委員会系統組織の機関紙です。
農業者の立場に立って編集・発行している
〝農家のための情報誌 〞
です。

全国農業新聞を
購読しましょう

│ 農業・農政の情報紙 │

配分農地の市町村間
所有権移動状況

8,976

計

10,977ha

24.1.1現在

大潟村

！
！

(4)
農地パトロールを実施して
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平成23年要請活動

(5)

ＴＰＰ交渉への参加反対を
交
求める緊急要請
第55回秋田県農業委員大会決議事項

東日本大震災から半年︒復
旧・復興の取り組みは被災者
と関係者の懸命の努力にもか
かわらずまだまだ課題が山積
しており︑東日本そして我が
国農業・農村は極めて厳しい
状況におかれている︒
このような情勢にもかかわ
らず︑経済界︑マスコミ等は︑
依然としてＴＰＰ交渉への早
期参加を主張しており︑東日
本大震災の被災者と我が国農
林漁業者の心情と著しく乖離
している︒
我々農業関係者は︑一日も
早く︑復旧・復興の成果を被
災者のみならず国民が実感で
きるように取り組みが強化さ
れることを切望しているとこ
ろであり︑日本農業の崩壊を
招くＴＰＰ交渉参加に断固反
対するものである︒
政府・与党は︑ 月 ・
日のＡＰＥＣ首脳会議に臨む
に当たり︑ＴＰＰ交渉につい
ての検討に急ピッチで取り組
んでいるが︑下記の事項を踏
まえ︑ＴＰＰ交渉へ参加しな
いことを毅然と決断すべきで
ある︒
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12

13

による情報発信は不十分で
あり︑国民はとても参加の
判断を出来る状況ではない︒
よって政府は︑一つひとつ
の作業分野について︑正確
な情報開示と分析ならびに
国民的議論の場を設定する
べきである︒

賃借料

※データ数５７の単純平均値

最低額

最高額

平均額

35,600 40,000 28,500

※データは平成22年１月～12月集計数値

１．情報開示と国民的議論がなされていないこと
ＴＰＰは農業だけの問題
ではなく︑ 分野にわたる
広範かつ総合的な協定であ
る︒食品安全︑金融サービ
ス︑投資︑医療︑労働︑政
府調達等多くの分野で悪影
響を及ぼすことが懸念され
ている︒しかしながら政府

力と意欲に対し逆行するも
のであり︑認められるもの
ではない︒ＴＰＰと復旧・
復興は全く両立しないこと
を政府は強く認識するべき
である︒

２．東日本大震災の復旧・復興に逆行するもので
あること
東日本ならびに全国の農
林漁業者は現在︑東日本大
震災からの復旧・復興に全
力で取り組んでいるところ
であり︑ＴＰＰへ参加する
ことは︑復興に懸命の努力
を傾注している被災者の努

３．日本農業再生と両立しないこと

すべての農業者が経営発展
に取り組める環境を整備し
て︑食料自給率 ％を目指
すとしている﹁食料・農
業・農村基本計画﹂に矛盾
しており︑その達成を不可
能とするものである︒

50

（単位：円/10a）

平成22年１月から12月までに締結（公告）された賃貸借におけ
る賃借料水準（10ａ当り）は、以下のとおりとなっております。
農地法の改正に伴い、これまでの標準小作料制度が廃止された
ことから、これに代わるものとして、農地（周辺増反地は除く）
の賃貸借の実勢価格を毎年提供するものです。
周辺増反地については、農業委員会事務局にお問い合わせくだ
さい。
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昨年 月の農林水産省の
試算を待つまでもなく︑関
税撤廃を前提とするＴＰＰ
への参加は︑わが国の農業
生産︑ＧＤＰおよび就業機
会の縮小に直結することと
なる︒このため︑意欲ある

10

◎農地の賃貸料情報

2.5

次改革要望書﹂︵現在は日
米経済協調対話︶から推測
して項目を掲げているの
に対し︑賛成派や政府は︑
﹁ＴＰＰ交渉においては具
体的な項目となっていな
い﹂としている︒本来はこ
の﹁非関税障壁﹂の内容が
明らかにならないと︑国民
的議論などできないのであ
り︑ゆえに多くの国民には
﹁関税障壁﹂に係わる市場
アクセス３部門︵工業 農
産物・医薬品︶の利害対立
としてＴＰＰ問題が理解さ
れているのである︒
自由貿易のさらなる推進
をはかるための﹁非関税障
壁﹂の撤廃とは︑貿易拡大
のための政策や規制の統一
を指す︒つまり各国が定め
る﹁自動車の排気ガス規
制﹂や﹁残留農薬基準﹂と

なが

長

19

88

教授

いった規制は︑貿易拡大に
影響を及ぼすため︑基準の
最も緩やか国に統一しよう
ということである︒そのた
め︑ここで定められたルー
ルは国内法よりも優先され︑
各国は自国の事情を反映し
た政策を講じることができ
なくなるのである︒
非関税障壁撤廃は今回の
ＴＰＰによって初めて登
場したものではなく︑ガッ
ト・ＷＴＯを通して進めら
れてきた︒ＷＴＯでは各国
とも農業への国内支持合計
額︵ＡＭＳ︶を２０００年
に基準年の ％まで下げな
ければならないと決められ
た︒しかしアメリカは ％
水準までしか下げなかった
のに対し︑日本政府は ％
水準まで大幅に下げたので
ある︒これは日本の農業保

80

秋田県立大学

はま

濱

護がほぼ米だけに集中して
いたため︑食糧管理法廃止
に伴い１／５以下の水準と
なったのである︒また農産
物輸出国が行っていた﹁輸
出補助金﹂水準は緩やかに
引き下げられると決められ
たが︑日本のような輸入国
が農産物輸出国に転換して
も輸出補助金は一切創設で
きないと決められている︒
このように非関税障壁は︑
既存の輸出にとっての障壁
撤廃であり︑とくに農産物
については輸入国が既存輸
出国と同様の方策を講じて
輸出国になることを認めて
いない︒ゆえにガット・Ｗ
ＴＯが輸出国の利益のため
だけに存在すると批判され︑
１９９９年のシアトル会議
以降︑各国の思惑が錯綜し
機能しなくなったのである︒

健一郎

ＴＰＰ参加問題の本質と方向性

ＴＰＰ交渉への参加問題
がわかりにくいのは︑自由
貿易を推進する上で﹁関税
障壁﹂と﹁非関税障壁﹂の
撤廃という２つの障壁撤廃
が掲げられているからであ
る︒前者については原則関
税率ゼロであるから︑農産
物は外国産が﹁原価＋運賃
＋手数料﹂の安価な価格で
輸入され︑日本農業は崩壊
するという懸念と︑アメリ
カ向け自動車は ％の関税
分だけ日本車を安く購入で
きるため︑輸出が伸びるの
ではないかという期待との
対立である︒
一方︑﹁非関税障壁﹂に
ついては具体的な内容が明
らかにされないため︑ＴＰ
Ｐ交渉参加に反対の立場か
らは︑これまでアメリカが
日本に突きつけてきた﹁年

VS

(6)
ＴＰＰ参加問題の本質と方向性

農地を相続した場合は、届出が必要です!!

農地法の改正により、相続によって農地を取得した方は、その農地
がある農業委員会への届出が必要です。忘れずに届出をしてください。
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません
ので、ご注意ください。

問い合わせは農業委員会(℡45-3654)まで

ＷＴＯは加盟国全体で合
意を目指す﹁多国間交渉﹂
であったため︑機能不全を
起こした︒そこで各国は
﹁２国間交渉﹂のＦＴＡを
めざし関税障壁と非関税障
壁の撤廃を進めてきたので
ある︒この延長線上に原則
関税率ゼロを掲げる﹁極端
なＦＴＡ﹂としてＴＰＰが
登場してきたのである︒
ＴＰＰ参加のメリットは
具体的な数値として示さ
れていないにもかかわらず︑
ＴＰＰ参加に賛成する国民
も少なくない︒その背景に
はデフレから脱却できない
日本経済への閉塞感があ
り︑ＴＰＰ参加によって社
会システムや制度のあり方
を変化させることへの期待
があると思われる︒しかし
政府や日本銀行はこの 年
間︑デフレ対策を行ってこ
なかった︒その結果︑リー
マン・ショック以降︑各国
が行っている通貨発行量の
増加を受けて異常なまでの
﹁円高﹂をもたらしている︒
このデフレ・円高基調下に

ＴＰＰ参加問題の本質と方向性

(7)
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おけるＴＰＰ参加は何を意
味するのであろうか︒
私はＴＰＰ参加の真の目
的は︑日本の労働者の賃金
を引き下げることと︑それ
を可能にする低農産物価格
政策であると考えている︒
日本人の賃金を引き下げな
ければアジアへの日本製品
の輸出拡大は不可能である︒
外国人労働力の受け入れを
含む﹁低賃金構造の構築﹂
こそが真の狙いである︒そ
のためには外国企業の日本
進出も含め︑経済活動によ
る利潤をもたらす労働条件
の整備が﹁非関税障壁撤
廃﹂の中心となっていくの
であろう︒
そのような中で︑米生産
費︵ ａあたり︶が８万
４千４７８円︵２００７年
以上層︶の日本
産・
農業は︑アメリカ産米の
生産費２万１千円︵２０
０８年・１＄＝１０３．３
７円・平均規模１９８．１
︶と関税ゼロで競うこと
がどうしたら可能なのか︒
賃金が引き下げられる消費

ha

者に品質を中心としたジャ
パン・プレミアムはどこま
で通用するのであろうか︒
﹁高度な経済連携﹂と
﹁農林水産業の再生﹂を同
時になし得ると言うが︑米
韓ＦＴＡは米こそ対象外と
したものの︑韓国農業再生
の道標は示されておらず混
乱の中で批准された︒国民
の家計所得を減らす中で︑
安全な農産物を安定的に供
給できるような﹁農業再
生﹂の道標が示されない限
り︑条件を丸呑みするしか
ないＴＰＰへの参加は見送
るべきだと私は考えている︒

ながはま・けんいちろう
年鹿児島市生まれ︒
年︑東京農工大大学院連合
農学研究科博士︒農政調査
委員会主任研究員を経て︑
年４月から現職︒専門は
農業政策論︑農業経済学︑
地域計画論︒
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45-2537

佐藤

慶一 西1-4-17

45-2797

佐野麻寿美 東3-3-34

45-2352

菅原富美子 西2-2-18

45-2104

相馬

時博 西2-3-23

45-2504

長田

顕司 東3-1-36

45-2814

一ノ関冬樹 東3-2-53

45-2447

高木

茂之 東2-4-21

45-2423

細川

忠廉 東3-3-15

45-2648

古戸

信介 西2-1-8

45-2003

北村

賢造 ［西３－４・☎45-2918］

鎌田

悦子 ［東３－２・☎45-2807］

藤原

良雄 ［西２－１・☎45-2001］

浮田

順子 ［東３－１・☎45-2182］

石原

敏子 ［東３－３・☎45-2486］

高木

茂夫 ［東２－４・☎45-2423］

丹野

文子 ［東２－３・☎45-2619］

幸江 ［西３－４・☎45-2916］

ＣＥ青年
農業者クラブ

猛 西2-3-31

望 ［東３－１・☎45-2829］

農協青年部

大沼

埴生

大潟村青年会

榮一 ［西１－１・☎45-2220］

農業近代化
ゼミナール

連絡先
住
団

体

名

会長又は
代表者名

進藤

異業種交流会構成団体

結婚相談アドバイザーは次の方々
気軽にご相談を！

大潟村若妻会

所

川﨑
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農業委員会の活動のあらまし （平成23年1月～平成23年12月）
◎定例総会・全員協議会
１月 12日 第１回農業委員会定例総会・全員協議会
１月 28日 全員協議会（選挙人名簿の調製）
１月 31日 第２回農業委員会定例総会・全員協議会
３月 ４日 第３回農業委員会定例総会・全員協議会
４月 １日 第４回農業委員会定例総会・全員協議会
５月 ６日 第５回農業委員会定例総会・全員協議会
６月 ３日 第６回農業委員会定例総会・全員協議会
７月 １日 第７回農業委員会定例総会・全員協議会
８月 ２日 第８回農業委員会定例総会・全員協議会
９月 ２日 第９回農業委員会定例総会・全員協議会
10月 ３日 第10回農業委員会定例総会・全員協議会
11月 ２日 第11回農業委員会定例総会・全員協議会
12月 ２日 第12回農業委員会定例総会・全員協議会
◎農地パトロール
７月 １日 農地パトロール
（農業委員・土地改良区・農協）
11月 ２日 農地パトロール
（農業委員・土地改良区・農協）
◎要望・要請
１月 14日 環太平洋戦力的経済連携協定（ＴＰＰ）交
渉への対応に関する要望
10月 25日 ＴＰＰ交渉への参加反対を求める緊急要請
◎部会の開催
１月 12日 農政部会
（平成23年農業委員だより発行等）
１月 21日 平成23年農業委員だより発行
８月 24日 農地部会（第55回秋田県農業委員大会にお
ける要請事項について）
11月 24日 農地部会（遊休・耕作放棄地への対応）
11月 24日 農政部会
（平成24年農業委員だより発行等）
12月 20日 農政部会（平成24年農業委員だより編集）
◎ドキワク・異業種交流会
１月 31日 ドキワクアドバイザー・異業種交流会との
合同会議
２月 20日 全国結婚研究会議（〜21日）
３月 １日 ドキワクアドバイザー・異業種交流会との
合同会議
６月 21日 ドキワクアドバイザー・異業種交流会との
合同会議
７月 12日 ドキワクアドバイザー・異業種交流会との
合同会議

８月 14日
９月 １日
９月 ５日

10月 17日
10月 22日
11月 14日
12月 19日

大潟村カップリングイベント「夏」開催
（役場ふれあい広場）
秋田結婚支援センター中央地区交流会
ドキワクアドバイザー・異業種交流会との
合同会議
ドキワクアドバイザー・異業種交流会との
合同会議
大潟村カップリングイベント「秋」開催
（ホテルサンルーラル）
ドキワクアドバイザー・異業種交流会との
合同会議
ドキワクアドバイザー・異業種交流会との
合同会議

◎農業会議・秋田中央地区農業委員会会長会関係
１月 17日 女性農業員研修（農業会議）
３月 １日 農業委員及び事務局職員研修
（秋田中央地区農業委員会会長会）
４月 26日 秋田中央地区農業委員会会長会通常総会
５月 26日 平成23年度全国農業委員会会長大会及び秋
田県選出国会議員との要請・懇談会
（〜27日）
７月 11日 農業会議市町村巡回訪問
８月 ９日 秋田中央地区農業委員会会長会臨時総会
８月 18日 秋田県農業会議第102回総会
８月 23日 新任農業委員研修（農業会議）
８月 31日 地域の農地と担い手を守り活かす農業委員
研修会（農業会議）
11月 １日 第55回秋田県農業委員大会（横手市）
12月 １日 女性農業委員総会・研修（〜２日）
12月 ６日 農業者年金加入推進セミナー・農業委員会
会長代表者会議（〜７日）
◎関連事業関係
１月 12日 農業委員研修会（改正農地法による農業委
員の役割と取り組み等について）
講師：農業会議
２月 14日 大潟村農業作業標準作業料金設定打ち合わ
せ会議
２月 16日 大潟村外周辺４市町農業委員会連絡協議会
３月 ４日 大潟村４団体連絡協議会
５月 ９日 農業経営について和解の仲介
５月 10日 農業経営について和解の仲介
５月 11日 農業経営について和解の仲介
８月 30日 宮城県加美町農業委員の視察研修
10月 20日 ＴＰＰ交渉参加断固阻止秋田県代表者集会

農地転用（農舎等の農業用施設・既設用地の拡張等）につ

圃場内の
農地転用は
許可が必要です

いては、事前に相談してください。なお、許可のない農地転
用については原状回復等の措置が講じられますので注意して
ください。転用許可申請書に添付する書類等詳細については
お問い合わせ下さい。

■問合せ：農業委員会(℡45-3654)

しっかり積み立て、安心で豊かな老後を、農業者年金に加入しましょう！

農業委員会１年間の活動等

