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(2)
年頭のあいさつ

謹賀新年

年頭のあいさつ
大島 和夫

なりましたが米価は下落とな
り農家経済は厳しい年となり
ました︒
政治の世界にも変化があり︑
衆参ねじれ状態は解消されま
したが︑政府は四十年続いた
減反政策を五年後に廃止する
と発表しました︒
あまりにも唐突で驚かれた
皆さんも多いことかと思い
ます︒環太平洋連携協定︵Ｔ
ＰＰ︶交渉も大詰めを迎えて
おり農業情勢の急激な変化が
気になるところでございます︒
そして昨年十二月に東京日比
谷公会堂で開催された全国農
業委員会会長代表者集会では
農政の基本である農地制度の
実効性の確保︵農地中間管理
機構関連２法︶︑日本型直接
支払の創設と経営所得安定対
策の見直し等々の要請を決議
し政府︑与党に求めていくこ
ととしました︒
農業委員会では大潟土地改
良区のご協力のもと毎年︑七

会 長
新年あけましておめでとう
ございます︒皆様にはお健や
かに新春をお迎えのことと思
います︒また︑農家の皆様に
は村農業委員会に対しまして
御支援︑御協力をいただき厚
くお礼申し上げます︒
昨年十月に委員の改選が行
われました︒新規に議会選
任一名︑大潟村農業協同組合
一名︑大潟村土地改良区一名︑
選挙委員四名︑計七名の新委
員が就任いたしました︒また︑
世代交代も進み進藤前会長︑
北村委員︑坂本委員がご勇退
され全委員が二世︑三世とな
りました︒皆様のご期待に沿
えるよう日々︑努力しており
ます︒末永い御支援をよろし
くお願い申しあげます︒
昨年の県内は気象変動の激
しい中︑痛ましい災害が各地
で発生し︑未だに完全復旧が
できていない地域もあると聞
いております︒そういう状況
の中で作況指数は平年並みと

月と十一月に農地パトロール
を行っております︒高齢化︑
耕作不便等での不作付地が見
受けられます︒それを踏まえ
区画拡大が農地の流動化の後
押しになればということから
周辺農業委員会とも協議をか
さねているところでございま
す︒育苗団地におきましても
より一層の管理をお願いいた
します︒
また︑青年層の異業種交流
会を年三回開催しております︒
十一月の﹁ボジョレーヌーボ
ー樽パーティー﹂では村外か
ら十数名の若い女性の参加を
いただきまして︑村内の男性
たちに有意義な出会いの場を
設けることができました︒と
ても盛況で企画を考えてくだ
さった交流会役員の皆様に心
からお礼申し上げます︒次回
に向けてより楽しい企画の後
押しを考えていきたいと思い
ます︒
結びに農家各位の期待に沿
えるよう委員・事務局共々務
めて参ります︒皆様の御健勝
をお祈り申し上げまして︑新
年のご挨拶と致します︒
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なくてはならないことを感
じました︒来年から﹁経営
所得安定対策﹂の定額部分
の減額・変動部分の廃止と
なり︑新たに﹁日本型直接
支払制度﹂が創設されま
す︒また︑５年後に生産調
整が廃止されることが決ま
り︑ＴＰＰ交渉についても
目の離せない状況にきてい
ます︒この農政が激変する
中で︑農業委員の一人とし
て︑稲作中心の大潟村の農
業者が生き残る道を模索し
なければならないことを強
く感じました︒

8,976

を求める質問がありました
が︑この時点では応答はあ
りませんでした︒決議はほ
ぼ満場一致で議決されまし
た︒
その後︑前年度の農業委
員会大会決議事項の経過概
要の説明があり︑今年度の
大会宣言の後︑出席者全員
で力強く﹁がんばろう﹂を
三唱して︑閉会となりまし
た︒
農業委員になり︑今回初
めて大会に参加しましたが︑
大変勉強になり︑そして︑
農政についてもっと勉強し

│ 農業・農政の情報紙 │

全国農業新聞を

購読しましょう
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。

大潟村

配分農地の市町村間
所有権移動状況

単位：ha

委 員

議事に入り︑議案第１号
﹁基本農政の確立と農業
経営の強化に関する要望決
議﹂︑議案第２号﹁農地の
有効活動と組織活動に関す
る要望決議﹂︑議案第３号
﹁農業委員会活動推進に関
する申し合わせ決議﹂の審
議がありました︒質疑応答
では︑女性農業委員の不在
農業委員会の解消に努めて
ほしいとの要望等の意見が
ありました︒また︑今大会
の直前に発表された生産調
整の廃止の件で︑詳細内容

！
！
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平成 年 月５日 仙北
市民会館に於いて︑第 回
秋田県農業委員大会が県内
約６００名の農業委員の参
加のもと開催されました︒
はじめに︑主催者である
二田農業会議会長のあいさ
つ︑永年勤続農業委員会会
長・委員の表彰等がありま
した︒来賓挨拶は︑門脇仙

北市長︑奈良県農林部長︑
佐藤県議会副議長︑阿部種
苗交換会会頭代行の４名で
した︒
続いて︑全国農業会議所
事務局長の柚木茂夫氏より︑
﹁農業・農政をめぐる情勢
と農業委員会組織の役割﹂
と題して情勢報告がありま
した︒農業・農政をめぐる
情勢では︑第２次安倍内閣
のもとでの農政の展開方向︑
自由民主党と政府の農業基
本政策の検討︑ＴＰＰ交渉
問題の３点について報告が
ありました︒農業委員会組
織の役割では︑農地・農業
委員会等に関する規制・制
度改革の動き︑農地中間管
理機構関連２法案の概要の
報告があり︑その上で︑農
地確保・有効利用と農業委
員会のさらなる取り組みや︑
地域に根ざした〝行動する
農業委員会〟活動の強化等
の報告がありました︒
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遊休農地の解消に向けて
│ 農地の多面的機能の維持 │

古 戸 重 則

○農地（配分当初）の標準的な畦畔の断
面図です。畦畔は幹用取水口上流側の
水田機能（水漏防止等）を守るため必
要なもので、コンクリート製の境界標
も設置されております。
○境界標には絶対にさわらない、動かさ
ない、という共通ルールがありますが、
草刈等管理の際には充分に留意されて
下さい。

自分の言葉で
気軽に参加を

畦畔標準図

境界標

異業種交流会

取水口
幹線用水路

畦

畔

麻寿美

ど耕作放棄地にならないよ
う具体的な事例等を提案し︑
耕作再開に結び付くよう努
めて参ります︒
農家経営の厳しい最中︑
国策の変せんによって規模
の集約等で経営コストの減
少︑競争力を培う農業の確
立が求められております︒
こうした背景をもとに︑よ
異業種交流会の事業︵以
りよい農業基盤を形成して
下パーティとする︶をお手
いく上でも農地の持つ多面
伝いさせて頂くようになっ
的機能の維持に努めて参り
て三年目になる︒
ます︒
担当初年は村外のイベン

農地部会長

国は︑農業政策の転換を
機に︑主食用米の生産調整
を廃止する方針を打ち出し
ました︒一方では︑就農へ
の高齢化が進み担い手不足
の減少によって耕作放棄地
が今後とも進むとの見方が
されています︒
村農業委員会では︑毎年
農地パトロールを実施し︑
農地の現況を調査していま
す︒村内農家では育苗団地
での管理がされていない箇
所があります︒周辺増反地
では︑以前よりは解消され
てきておりますが︑今後も︑
近隣の農業委員会と連携を
強化し︑周辺農地へ悪影響
を与えないためにも︑必要
最小限として除草︑耕起な

マメ知識

(4)
農地パトロール事業・異業種交流会

野

佐

ト業者に依頼し﹁カップリ
ング︵婚活に近い︶﹂色を
前面に押し出したスタイル
を採った︒が︑結果は振る
わず⁝︒参加者数が運営側
の想定よりはるかに少なく︑
交流パーティの開催自体も
危ぶまれる回もあり﹁カッ
プリング﹂の文字が参加者
にとって大きな錘︵おも
り︶となっていることを思
い知らされた︒
二年目には︑前年の反省
を踏まえ﹁友達づくり︑仲
間との交流﹂といったカッ
プリングよりもっとゆるや
かな集まりを提供すること
にシフトチェンジ︒その甲
斐もあってか参加者数も
徐々に増え︑業種が異なる
からこその気兼ねの無い雰
囲気や会話を楽しむ姿があ
ちらこちらで見られた︒
そして三年目の今年︑初
秋のバーベキューに続き︑
十一月下旬にボージョレ
ー・ヌーボーの解禁にあわ
せパーティを開催︒定員を
上回る参加者となり︑運営
側も嬉しい悲鳴を上げた︒

昨今メディアでも話題に
なる﹁草食系男子﹂﹁肉食
系女子﹂︒最近では女子と
の交流を全く必要としない
﹁絶食系男子﹂なる若者も
続出しているとか︒
人間は言葉を使う文化を
持つ生き物である︒自分の
言葉で相手に何かを伝える
のは︑自分を知ってもらう
良いチャンスだと思う︒ま
た他者への興味を持つこと
によって︑自分自身の魅力
も深まるのではないだろう
か︒
この冬︑またひとつパー
ティを企画している︒ゆっ
たりと寛げる時間の提供を
心掛け︑少しでも﹁参加し
て良かった﹂と思ってもら
えるよう頑張りたい︒

日と

麺などの６次産業化も然り
であり︑国発信の事業では
なく︑農家からアクション
を起こして評価されるべき
と考える︒
よく︑農村からの﹁６次
産業化の要望﹂などを見
聞きするが正直違和感を覚
えているのは私だけだろう
か？
これからの農業は大きく
変貌していくことが予想さ
れる︒今までの延長上の経
営ではいずれは生き残るこ
とは出来ないだろう︒正解
は多種多様だろうが農家自
身が見つけなければならな

異業種交流会構成団体

小松 宇拓 東2-4-15 45-2433

中河 昌士 西1-2-10 45-2624

45-2003

い︒
この研修では数ある答え
のうちほんの一握りの例を
見てきた︒様々な実例を見
て自分たちのオリジナルを
作っていくために更なる研
さんを重ねていきたい︒

橋本 篤子 西3-2-31 45-2597

農産物の販売戦略と ６次産業化
６月

宿泊を挟んで翌日尾花沢
市の農事組合法人﹁株式会
日と隣の山形県に委員の視察研修
社 あさあけ農場﹂さんを
委 員土 井 博 文
訪れた︒ 棟の耐雪型ハウ
スを擁して冬期も無加温で
年間 万人が訪れ︑売り
上げは３億７千万円と少し
小松菜を栽培出荷している︒
ずつ増えているようだ︒
各ハウスで育苗↓栽培↓出
産直に関しては我が大潟
荷を効率的なローテーショ
村と大差はないだろうが
ンで行っている︒︵現在︑
彼の地は梨やサクランボを
年間８作から９作︶主に地
始めとするフルーツの産地︑ 元にもある大手スーパーと
加工も含めてアドバンテー
の契約栽培で安定した収入
ジがある︒
を得ていて土作りと無農薬
事業効果としては専業農
栽培を武器として生産者と
家が増加した︑なにより女
バイヤーの良い関係︑相思
性が生き生きしてきたとい
相愛を築いている︒今後の
う反面︑ご多分に漏れず後
展開としてはネット販売や
継者不足の課題は残ってい
地元の他の野菜や和牛など
るようだ︒
を原料とした﹁野菜職人が
つくるこだわりの餃子﹂の
商品開発にも取り組む予定
だそうだ︒
当村でも野菜作りも盛ん
に行われてはいるが産直セ
ンターに出荷したり︑小さ
いグループでの直接取引も
行われているようだが個人
団体を含めて先進地に比べ
て遅れている感が否めない︒
米粉︑米粉餃子︑米粉の

45-2854

中島 圭裕 北2-4-4
ＣＥ青年
農業者クラブ 古戸 信介 西2-1-8

45-2947

松下

猛 西2-3-31 45-2537

大沼

淳 西3-1-1

農協青年部

鈴木 裕人 西1-2-28 45-2228

農業近代化
ゼミナール

佐野麻寿美 東3-3-34 45-2352

大潟村若妻会

仲村 耕太 西3-2-23 45-2185

大潟村青年会

21

20

連絡先
住 所
会長又は
代表者名
団 体 名

0
20
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日本海側を上りまずは鶴
岡市﹁産直あぐり﹂に⁝平
成の大合併以前の旧櫛引町
が平成９年村山振興等農村
漁業特別対策事業の採択を
受けて事業を開始︑後に加
工︑食事を提供するブース
などをもうけ平成 年に
名の会員を株主として株式
会社を設立している︒もち
ろん︑施設等は自治体所有
なので指定管理を受けて運
営している︒
背景には米の生産調整に
よる稲作販売収入の減少︑
農産物価格の低迷︑地域の
高齢化や後継者不足などど
この農村が抱える課題を乗
り越えるための事業であっ
たようだ︒

農業委員研修報告
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農地の貸借・売買

産地づくりを進めましょう！

規模拡大し、
効率的な経営へ

の結び付けをサポートします。
応じて

意向把握

より、担い手や農
営 意 向 を 把 握し
業委員会など）

集落・地域の話し合い

地域の中心となる経営
体の目星を付けたうえ
で話し合いをします。

向
農地所有者

機械が壊れて
買い換える資
金がないので、
引退したい。

地域農業の発展の
ため、引 退する人
の農地を引き受け
て耕作したい。

参加

農 地 を 使って
くれる人を 見
つけて欲しい。

市町村による検討会・決定

ン作成の手順

人・農地プランの原案作成（市町村）

経営体に農地を利用集積～

農地の利用集積の実施
一 生 懸命 耕 作
してくれ る 良
い 借り手 が見
つ か って 良 か
った。

借り手
広くまとまった
農地で機械を
効 率 よく 使 い
たい。

広くて 効 率
的な農地と
な って 良 か
った。

経営規模を拡大
したい。

■農地保有合理化事業
都道府県にある公的機関（農地保有合理化法人）が一定期間保有して貸付・売渡
しします。

農 業 に 参入し
たい。

農地所有者

農地所有者は、自ら借り手を探す必要はありません。

借入れ（買入れ）
農地保有合理化法人

農地を一時的に借り受け、地域農業の担い手等への集積を進めます。

貸付け（売渡し）

食品加工会社
を 経 営 して い
るが、農業に参
入したい。

地域農業の担い手

相対取引のタイムラグの解消、貸し手と借り手の貸借期間の調整等により、バ
ラバラになっている農地を面的にまとまてもらい、効率的な農作業が可能にな
ります。

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

(7)

農地の貸借・売買

農地の利用集積で、担い手づくりと
農業委員会が貸し手と借り手

必要に

貸し手
地 域農業の将来
を担う若 手 農 家
に 農 地 を 使って
欲しい。

「人・農地プラン」の作成

～地域の中心となる

■人・農地プラ

人・農地プランは
「人と農地の問題」を解決するための
未来の設計図です

担い手の

アンケートなどに
地 の 出し 手 の 経
ます。
（市町村、農

持続的で力強い農業を実現するために、基幹的農業従事者
（中心となる経営体）を確保し、農地の利用集積を進める
必要があります。
そろそろ引退した
いのだが、頼りに
なる 借り手 が見
つからない。

規 模 拡 大をし
た い の で、農
地 を 貸して も
らいたい。

意

そのために、誰がどこの農地を耕作するかを明確にした
「人・農地プラン」の作成が全国で進められています。

農地利用集積円滑化事業等の活用
■農地利用集積円滑化事業 所有者に代わって、担い手を探す事業です。
農地利用集積円滑化団体

﹈

農地の貸付け等に関
する代理権の付与

●市町村
●ＪＡ
●市町村公社
●土地改良区
●地域担い手
協議会

などのひとつ
が事業実施主
体になります。

農業委員会による
協議・調整 （ ※
２）

﹇

１）
※

他の事業に集中し
たいので、誰かに
農業を任せたい。

農地所有者

農地所有者は、自
ら借り手を探す必
要がなく、安心し
て農地をまかせら
れます。

委任 （

年をとって体が動
かない。誰かに農
地を借りて欲しい。

地域農業の担い手

多数の農地所有者と
交渉する必要がなく、
バラバラになってい
る農地を面
的まとめて
も ら い、効
率的な農作
業が可能に
なります。

権利移転（※３）

（※１）相手先を特定しない貸し付け等の委任契約を締結します。
（※２）面的にまとまった形で利用集積されるよう受け手となる担い手と協議します。
（※３）農地利用集積円滑化団体が、農地所有者を代理して、担い手と賃貸借等の契約を締結します。

◎農地の賃貸料情報
平成25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。

（単位：円/10a）

平均額

最高額

最低額

賃借料

35,500 40,000 27,700
※データは平成25年１月～12月集計数値
※データ数36の単純平均値

(8)

大島

和夫［東３－２・☎45－2490］

埴生

望［東３－１・☎45－2829］

小林

信之［東３－３・☎45－2144］

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・☎45－2237］

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］

川﨑

幸江［西３－４・☎45－2916］

農業委員会の活動のあらまし （平成25年1月～平成25年12月）

◎農地パトロール
７月 ８日 農地パトロール
11月 ６日 農地パトロール

（農業委員・土地改良区・農協）
（農業委員・土地改良区・農協）

◎部会の開催
１月 ８日 農政部会
（平成25年農業委員だより発行等）
１月 18日 平成25年農業委員だより発行
８月 ２日 農政部会（第 57 回秋田県農業委員大会における要
請事項について）
10月 15日 農政部会（第 57 回秋田県農業委員大会提出議案に
対する意見について）
（遊休・耕作放棄地等への対応）
11月 19日 農地部会
（平成26年農業委員だより発行等）
11月 19日 農政部会
（平成26年農業委員だより発行等）
12月 20日 農政部会
◎ドキワク・異業種交流会
１月 11日 異業種交流会会議
１月 30日 異業種交流会会議
２月 ８日 異業種交流会の集い
（カクテルパーティー：ホテルサンルーラル）
２月 24日 全国結婚支援セミナー（〜25日）
３月 ４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 26日 ドキワクアドバイザー会議
６月 26日 異業種交流会会議

７月 12日 異業種交流会会議
８月 29日 異業種交流会会議
10月 19日 異業種交流会の集い
（バーベキュー：ホテルサンルーラル）
10月 20日 全国結婚支援セミナーinあきた（〜21日）
11月 13日 ドキワクアドバイザー会議
11月 13日 異業種交流会会議
11月 23日 異業種交流会の集い（ボジョレーヌーヴォー樽パー
ティー：ホテルサンルーラル）
12月 20日 異業種交流会会議
◎農業会議・秋田中央地区農業委員会会長会関係
１月 29日 秋田県女性農業委員協議会総会・研修会
３月 15日 秋田県農業会議第105回総会
４月 22日 秋田中央地区農業委員会会長会通常総会
５月 30日 平成25年度全国農業委員会会長大会及び秋田県選
（〜５月31日）
出国会議員との要請・懇談会
７月 19日 秋田県農業会議第106回総会
７月 31日 TPPに反対し食料・農業・環境を守る秋田県民集会
８月 ７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）
９月 11日 平成25年度市町村農業委員会会長、会長職務代理
者、事務局長会議
11月 ５日 第57回秋田県農業委員大会（仙北市）
12月 ３日 農業者年金加入推進セミナー・農業委員会会長代表
者集会・視察研修（〜５日）
◎関連事業関係
１月 ８日 農地の境界移動等の和解の仲介打合せ
１月 25日 農地の境界移動等の和解の仲介
１月 31日 農業委員研修会（農地制度の運用に係る懸案事項に
ついて）農業委員会主催／講師農業会議
１月 31日 農地の境界移動等の和解の仲介打合せ
２月 14日 大潟村外周辺４市町農業委員会連絡協議会
２月 21日 大潟村農作業標準作業料金改訂に伴う受託組合との
会議
２月 19日 大潟村４団体連絡協議会
６月 20日 農業委員視察研修
（〜21日山形県鶴岡市・尾花沢市）
９月 15日 啓発看板設置
12月 ９日 啓発看板撤去

自己所有の農地を農業用施設用地として転用する場合は許可

圃場内に農舎等を
建てる場合は
許可が必要です

（200㎡未満は届出が必要ですが許可を要しません）
が必要です
ので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
ては現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
用許可申請に関する届出書類についてはお問い合わせください。

■問合せ：農業委員会(℡45-3654)

!!

詳しくは同時配布のパンフレットをご覧下さい。

◎定例総会・全員協議会
１月 ８日 第１回農業委員会定例総会・全員協議会
１月 25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 ５日 第３回農業委員会定例総会・全員協議会
４月 ２日 第４回農業委員会定例総会・全員協議会
５月 ２日 第５回農業委員会定例総会・全員協議会
６月 ４日 第６回農業委員会定例総会・全員協議会
７月 ８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 ３日 第９回農業委員会定例総会・全員協議会
10月 ２日 第10回農業委員会定例総会・全員協議会
10月 21日 第11回農業委員会臨時総会・全員協議会
（改選に伴う会長等の互選について）
11月 6日 第12回農業委員会定例総会・全員協議会
12月 2日 第13回農業委員会定例総会・全員協議会

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

