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年頭のあいさつ

謹賀新年

年 頭のあいさつ
大島 和夫

対策を望むところです︒
今︑全国農業会議所︑都道
府県農業会議︑市町村農業委
員会は大幅な改革を求められ
ております︒国の有識者会議
では組織の在り方︑選任方法︑
人数︑権限など細部にわたり
検討中と聞いております︒
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地
域農業の維持︑発展を図るた
めには現在の組織形態は絶対
であり︑制度見直しに対し断
固反対の意見が多くでました︒
今年の秋には農家の皆様に報
告できる日程のようです︒
農業委員会では大潟土地改
良区のご協力のもと毎年︑七
月と十一月に農地パトロール
を行っています︒米価下落に
より周辺増反地の不作付地の
拡大が懸念されており︑特に

会 長
新年あけましておめでとう
ございます︒皆様にはつつが
なく新しい年をおむかえのこ
とと思います︒また︑平素よ
り村農業委員会に対しまして
御理解と御支援をいただきま
して厚くお礼申し上げます︒
昨年は大潟村が創立五十周
年を迎え各種記念行事が行わ
れ︑記念すべき年となりまし
た︒十一月の記念式典︑祝賀
会はとても素晴らしく︑新た
なる百周年に向けてスタート
を切った年だったと思います︒
しかし︑農業情勢はとても
厳しい年となり︑米価の大幅
下落︑収量も芳しくなく︑農
家所得も一段と減少傾向とな
りました︒米の価格下落対策︑
環太平洋連携協定︵ＴＰＰ︶
交渉︑消費増税による景気の
停滞と︑選挙結果を踏まえ政
府与党には迅速かつ速やかな

効率の悪い十アール未満の圃
場が所々に見受けられます︒
周辺農業委員会に協力を求め︑
流動化と区画拡大を促進して
います︒また︑育苗団地にお
きましても適正な管理をお願
いいたします︒
また︑青年層の異業種交流
会︑ドキワクアドバイザー
会議を開催しております︒昨
年に引き続き二月の﹁カクテ
ルパーティー﹂十一月の﹁ボ
ジョレーヌーボー樽パーティ
ー﹂と村外から前年を上回る
若い女性の参加をいただきま
した︒ドキワクアドバイザー
のみなさんからは有意義な出
会いの場を設けていただきあ
りがとうございました︒
異業種交流会議役員︑ドキ
ワクアドバイザーの皆様の日
頃の活動に心からお礼申し上
げます︒
最後に新しい年が皆様にと
って健康でより良き年となり
ますようお祈り申し上げまし
て︑新年のご挨拶とさせて頂
きます︒
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あいさつで始まり︑﹁米価
上昇が見込める状況になく︑
抜本的な対策が必要︒農業
所得確保の必要性を強く訴
えていかなければならな
い﹂と強調︒
政府が農業改革の一環で
農業委員制度の見直しや法
改正を検討していることに
ついては﹁農業委員会の役
割の明確化や機能強化こそ
必要︒政府や県知事︑市町
村に意見を申し述べる上で︑
組織の法的な根拠は欠かせ
ない﹂の言葉に強く考えさ
せられました︒
続く︑秋田県農業会議会
長表彰では農業委員会委員
功労者として大潟村の北村
賢造前委員︑坂本進一郎前
委員︑おふた方が表彰を受
けられました︒
長年にわたる委員会活動
に感謝するとともに今後も
ご指導を頂きたいと思いま
す︒

来賓あいさつに続き︑今
大会は秋田県農業会議設立
周年記念講話があり︑東
京農工大学名誉教授・淵野
雄二郎氏の﹁国の農業改革
のねらいと農業委員会制度
の今後のあり方﹂の演題に
て講演が行われました︒
淵野先生の講演は国の農
業改革のめざす所や農業委
員会の歴史から制度変更に
至る課程︑また将来の農業
委員会など︑委員として大
変勉強になりました︒
続いて議長団選出の後︑
前大会決議事項の経過報告
があり﹁県選出国会議員な
どに要請した︒﹂との報告
がありました︒

議事に入り︑議案第１号
﹁農業・農村の再構築に向
けた基本農政の確立﹂・緊
急決議﹁米の需給安定﹂・
議案第２号﹁農業委員会の
強化に向けた制度・組織改
革﹂・議案第３号﹁農地を
活かし︑担い手を応援する
全国運動﹂の審議に入り活
発な議論の後︑満場一致で
決議されました︒
その後︑今年度の大会宣
言後大会出席者全員で力強
く﹁がんばろう﹂の三唱で
閉会となりました︒
最後に︑今回は農業委員
になり２回目の大会参加で
した︒
﹁米価の暴落﹂﹁ガソリ
ン・軽油の高騰﹂﹁ＴＰＰ
交渉難航﹂など農家には良
いニュースの無い一年でし
た︒米農家にとっては暗い
時代ですが規模拡大・ブラ
ンド化・経費削減・制度資
金活用などを総合的に検討
しこの時代に生き残れる農
村になるよう︑農業委員会
の１人として考え︑がんば
って行きたいと思います︒

秋田県農業会議
会長表彰

農業委員会委員功労者

産業功労者

村創立 周年
表 彰
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回秋田県農業委員大会報告
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平成 年 月 日︑男鹿
市﹁男鹿市民文化会館﹂に
て第 回秋田県農業委員大
会が県内市町村の農業委員
ら約５００人が出席し開催
されました︒
始めに︑主催の秋田県農
業会議・二田孝治会長の
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北村賢造
前委員

坂本進一郎
前委員

古戸重則
委 員

村上孝憲
委 員

秋田県農業委員大会報告
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歳︶の参加がありました︒
以前は村外女性を集める
のが難しい頃もありまし
たが︑秋田結婚支援セン
ターとの連携や事業の予
算化により︑男性２︐
００
０円女性１︐
０００円の低
料金化︑さらに女性には
宿泊無料やサンルーラル
大潟から次回ランチ無料
券等のプレゼントがあり
ますので︑女性の参加に
大きく関係があるのでは
ないかと思います︒また
宿泊が確保される事でイ
ベント終了後に大半が２
次会へ参加し︑フリータ
イムのような交流時間を
もつことが出来ています︒
イベントの内容につい
ては︑司会の佐野麻寿美
さん︵ドキワクアドバイ
ザー︶の楽しいトークを
中心に異業種交流会メン
バーが提案した簡単なゲ

ーム︵今回はジャンケン
大会︑ビンゴゲーム︶を
したり︑ボジョレーヌー
ヴォーやバイキング料理
を楽しんで︑盛り上がっ
ている姿があちらこちら
でみられました︒
会場は丸テーブル席で
あったので席替えも行わ
れていました︒交流時間
がＰＭ６時から８時 分
と限られているので︑事
前にニックネームや趣味
等を記入した自己紹介カ
ードを一覧表で配る工夫
があったり︑佐野さんが
参加者に声をかけたり︑
質問をうけたりする姿が
目にとまりました︒男性
はそれとはべつにメール
アドレスと電話番号を記
入したカードを作成し︑
参加女性が閉会後に会場
出口のテーブル上の気に
なる男性の連絡先を持ち
帰るかたちでこのイベン
トが締めくくられました︒
なかには︑このカードが
無くなってしまう参加者
もいたようです︒また参

加者全員に︑感想や意見︑
提案をアンケートに記入
していただき︑今後の運
営に役立てています︒２
次会の出席状況から見て
も大成功に思われました︒
話は変わりますが︑先
頃の新聞で﹁大潟村の２
０４０年までの若年女性
の増加率が全国の市町
村で２位になる﹂という
ものがありました︒大潟
村では経営規模が大き
く︑所得が安定している
ため︑後継者が定着しや
すく︑村外から嫁ぐ女性
が多いというのがその理

由らしいのですが︑現状
では︑村内の農家におい
て 歳以上で約１００名
︵内 歳以上で約 名・
農業委員会調べ︶の後継
者が未婚者であるのが実
態であります︒農家戸数
が５１０戸ほどの大潟村
にあっても少子高齢化と
あいまって村の次代を危
惧する声があっても不思
議ではないと思います︒
家制度が崩壊したとい
われる現在︑男女が共有︑
シェアする事よりも︑個
人︑自由が尊重されすぎ
る傾向にあるのではない
かと感じてしまいます︒
異業種交流会︑ドキワ
クアドバイザーともに︑
このようなイベントを通
じ︑魅力的なカップルが
できる事を夢みて出会い
の場を提供しています︒
皆様にはご理解︑ご協
力いただきます事をお願
いし︑村内独身の方には
農家のみならず是非︑参
加していただきたいと思
います︒

参加者
募集

期日：２月２１日（土）午後６時から 場所：サンルーラル大潟
問い合わせは農業委員会 ☎ ４５−３６５４

○異業種交流会の集い
開催！

25

30

『異業種交流会の集い』に
参加してみませんか

22

委員（ドキワクアドバイザー）

月 日︵土︶サンル
ーラル大潟において﹃ボ
ジョレーヌーヴォー樽パ
ーティー︵恋にワインに
酔ってみませんか？︶﹄
が開催されました︒主催
は大潟村異業種交流会
︵青年会・農近ゼミ・農
協青年部・ＣＥ青年農業
者クラブ・若妻会︶が担
当し︑共催として農業委
員会が関わる婚活イベン
トです︒
私はドキワクアドバイ
ザーとして出席しました︒
募集定員が男女各 名
のところ今回は村内男性
名︵ 歳〜 歳︶︑村
外女性 名︵ 歳〜
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異業種交流会
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回秋田県農業委員大会決議事項
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度の運用に柔軟に対処す
ること︒
３．将来に渡り︑再生産可
能な所得確保が安定的に

図れるよう︑万全な
セーフティネット対
策を措置すること︒

農業委員会等に関する
法律の改正に関する要望書

近年は核家族化が進
み︑後継者だからとい
って両親と同居するの
ではなく︑両親と後継
者が住居を別々にし生
活しているのが一般的
であり︑大潟村においても
定住化の構想に基づく宅地
分譲等に伴い多くの後継者
が宅地を購入し︑農業経営
者︵農地の所有者︶と別居
して暮らしているのが現状
で︑両親と後継者が同居し
ないのは大潟村のみならず
秋田県はもとより全国的な
傾向となっております︒
農業に従事しているにも
係わらず選挙権を有しない
農業者にも平等に選挙権を
与えるためには農業委員会

連絡先
☎45-2185
☎45-2537
☎45-2597
☎45-2221
☎45-2228
☎45-2433
☎45-2624
☎45-2623
☎45-2854
☎45-2192

住所
西3-2
西2-3
西3-2
北2-4
西1-2
東2-4
西1-2
西1-2
北2-4
西3-2

会長又は代表者名
仲村 耕太
大潟村青年会
大沼
猛
橋本 篤子
大潟村若妻会
鈴木久美子
鈴木 裕人
農業近代化
ゼミナール
小松 宇拓
中河 昌士
農協青年部
豊島 正祥
中島 圭裕
ＣＥ青年
農業者クラブ 後藤 秀樹

名

体

異業種交流会構成団体

等に関する法律第８条第１
項の要件を改正変更する必
要があると考えられます︒
以上のような点にご理解
賜り︑農業委員会は農業及
び農業者の一般的利益を代
表する機関であり︑農業委
員の選挙は公平︑平等に行
われるべきであることを踏
まえて︑法律の改正の必要
性についてご理解いただき︑
全国農業会議所及び国等へ
働きかけをいただきたく要
望いたします︒

団

秋田県農業会議に提出した要望書
農業委員会では農業委員
会等に関する法律施行令に
基づき︑毎年１月 日まで
農業委員会委員選挙人名簿
調製のための申請書に意見
を附して︑選挙管理委員会
に送付しております︒
農業委員会等に関する法
律における︑委員の選挙権︑
被選挙権の要件は農業委員
会の区域に住所を有するも
ので アール以上の農地に
つき︑耕作の業を営む者の
同居の親族となっておりま
すが︑経営は同一であり村
内に居住しているにもかか
わらず同居していないため
選挙人名簿に登録されない
農業者が数多くいるのが現
状であります︒

31

第
我々組織の取り組む遊休農
地の発生防止・解消や︑担
い手の確保・育成への活動
はもとより︑国の地方創生
の推進への妨げにもつなが
りかねない︒
よって︑米の需給安定に
向けて食糧法︵主要食糧の
需給及び価格の安定に関す
る法律︶の﹁主食用米等の
需給と価格の安定を図る﹂
との趣旨を踏まえ︑米の需
給安定に向けた早急な対策
を講ずることを︑政府・国
会に対して強く要請する︒
１．緊急対応策として︑政
府主導による過剰米の主
食用市場からの隔離対策
を︑至急実施すること︒
２．政府備蓄米の買入・売
渡については︑実需者ニ
ーズの高い飼料米などへ
の積極的な活用など︑制

10

米の需給安定に関する
緊急要請
26

年産の米の概算金は大
幅な在庫基調などを背景
に︑本県産あきたこまちが
過去最低の キロ当たり８︐
５００円と︑前年産比で３︐
０００円の減額となったこ
とに︑本県農業者は︑失望
感と不安で生産意欲の大き
な減退を招いている︒
このため︑本県では当面
の資金繰り対策として︑県
単独で無利子融資制度を創
設したほか︑市町村もこの
制度を活用する際の保証料
の助成措置などを︑緊急的
に実施しているところであ
る︒
国は︑最終的な作況指数
等を考慮すれば︑米の需給
緩和がある程度締まるとし
ているが︑このままでは生
産現場における 年産以降
の営農継続に︑大きな不
安要素を抱えるばかりか︑

平成26年要請活動

(5)
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家族経営協定

やりがいと魅力的な農業経営は家庭内での話し合いから
農業委員会で推進している家族経営協定の件数は延べ60件となっています。
家族経営協定は、経営方針や営農計画、役割分担、収益の分配、働きやすい就業条
件、将来の経営移譲などを家族間で十分に話し合い、取り決めるものです。女性農業
者や後継者の主体的な経営への参画や家計と経営の分離を促し、家族みんなでつくる
共同経営（パートナーシップ経営）を確立する大変有効な手段です。
また、家族経営協定を締結していると、農業者年金加入の際に政策支援加入（補
助）ができるメリットもありますので、ご相談をして下さい。

1

家族みんなが
経営に参画

3

後継者の
自立を応援

●家族みんなが「家族経営協定」に調印し、経営
に主体的に参画し、農業経営を築いているとい
う考え方が大切です。
●女性農業者や後継者も経営に参画し、家族みん
なで経営方針の協議や収益の分配、役割の明確
化などを行う「パートナーシップ経営」を確立
しましょう。

●農業経営の円滑な世代交代を実現するため、農
業後継者への経営移譲の時期や方法を明確にす
るとともに、中・長期的な経営計画を立てまし
ょう。
●農業後継者が新規の経営部門を導入する場合、
資金調達、経営資産の貸与等幅広い応援をしま
しょう。

2

女性農業者の
地位確立

4

法人経営の
確立を支援

●女性の農業労働、家事労働を適正に評価すると
ともに、１日の農作業時間の設定や休日の確保
などを取り決めましょう。
●配偶者や後継者のお嫁さんの預貯金口座を設け、
確実に報酬を支払いましょう。

●農業経営の法人化が推進されていますが、まず
は「家族経営協定」を通じて、農業に従事する
者の地位確立や経営管理の近代化を図ることが
必要です。
●家族農業経営の法人化の後も、家族の就業条件
の明確化や相続をめぐる調整等を実現するため、
引き続き「家族経営協定」を結びましょう。

◎農地の賃貸料情報
（単位：円/10a）
平成26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。
平均額 最高額 最低額
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
賃借料
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）
34,100 37,000 32,500
の賃貸借の実勢価格を毎年提供するものです。
※データは平成26年１月～12月集計数値
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
※データ数64件の単純平均値
さい。

(7)

農地中間管理事業

農地中間管理事業
経営規模を
拡大したい！
新規に農業に
取り組みたい！

高齢で農作業が
できない
農業後継者
がいない

貸し手

農地中間管理機構
（秋田県農業公社）

借受け

＜農地中間管理事業＞

（農地所有者）

貸付け
（転貸）

借り手
（担い手）

①受け手希望者の公募
②農地を借受け（農地中間管理権）
③農地管理
必要な場合は簡易な基盤
整備等を実施
④貸付けは、担い手が作業し

市町村、
農業委員会
へ相談

やすいよう集約化に配慮

農用地利用
配分計画
（知事の認可）

分散した農地

担い手ごとに
集約した農地

公社が借受ける
農用地等について

○機構が借受ける農用地等は、農業振興地域内に限ります。
○借受期間は、原則10年以上とします。
○機構は、簡易な基盤整備事業を支援します。
機構へ10年以上の期間で貸付けのあった農地については、借り手の希望により、畦畔除去や暗渠排
水といった簡易な基盤整備事業を実施できます。
○再生が著しく困難な遊休農地や、借り手がなかなか見つからない又は所有権以外の権利が設定され
ている農地は借入れできない場合があります。

貸付先
決定ルールに
ついて

○借受希望者の規模拡大や分散錯圃の解消に資すること
○すでに効率的かつ安定的な農業経営を行っている農業者の経営を妨げないこと
○新規参入者が効率的かつ安定的な農業経営を目指していけるよう配慮すること
○地域農業の健全な発展を旨とし、借受希望者のニーズをふまえて公平・適正に調整すること
○借入地の交換、隣接地、集落営農組織が法人化して利用する場合などを優先
○借受け希望の条件や、「人・農地プラン」の内容などを総合的に勘案

大潟村の状況

借 受
希望者

（平成26年12月25日現在）

経営体
88件
34件

増

減

大潟村

8,975

9,207

232

男鹿市

675

580

△95

旧山本町

12

13

1

旧琴丘町

328

324

△4

八郎潟町

446

382

△64

旧八竜町

541

457

△84

0

14

14

10,977

10,977

その他

－

経営体
0件
2件

！
！

│ 農業・農政の情報紙 │

現有面積

地域
大潟村内
大潟村外

全国農業新聞を
購読しましょう

当初面積

貸 付
希望者

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。

配分農地の市町村間
所有権移動状況

単位：ha

町村名

計

27.1.1現在

地域
大潟村内
大潟村外

(8)

ドキワクアドバイザーは次の方々・気軽にご相談を！
大島

和夫［東３－２・☎45－2490］

高木

茂夫［東２－４・☎45－2423］

石原

敏子［東３－３・☎45－2486］

浮田

順子［東３－１・☎45－2237］

佐野麻寿美［東３－３・☎45－2352］

丹野

文子［東２－３・☎45－2619］

川﨑

幸江［西３－４・☎45－2916］

進藤

栄一［西１－１・☎45－2220］

埴生

望［東３－１・☎45－2829］

小林

信之［東３－３・☎45－2144］

農業委員会の活動のあらまし

◎農地パトロール
７月 ２日 農地パトロール（農業委員・土地改良区・農協）
11月 ５日 農地パトロール（農業委員・土地改良区・農協）
◎要望・要請
４月 25日 農業委員会等に関する法律の改正に関する要望
宛先：秋田県農業会議
６月 ５日 農業委員会制度・組織改革に関する要請
宛先：大潟村長
◎部会の開催
１月 ７日 農政部会（平成26年農業委員だより発行等）
１月 17日 平成26年農業委員だより発行
８月 ５日 農政部会
（第58回秋田県農業委員大会における要請事項について）
11月 19日 農地部会（遊休・耕作放棄地等への対応）
11月 19日 農政部会（平成27年農業委員だより発行等）
12月 19日 農政部会（農業委員会だより編集）
◎ドキワク・異業種交流会
１月 28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）
３月 20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 25日 ドキワクアドバイザー会議

圃場内に農舎等を
建てる場合は
許可が必要です

６月 25日
８月 27日
11月 10日
11月 10日
11月 22日

異業種交流会会議
異業種交流会会議
ドキワクアドバイザー会議
異業種交流会会議
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 19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 14日 秋田県女性農業委員研修会（〜15日）
１月 27日 秋田中央地区農業委員会会長会臨時総会
３月 11日 地域の農地と担い手を守り活かす農業委員研修会
３月 18日 秋田県農業会議第107回総会
３月 18日 平成25年度市町村農業委員会会長会議
４月 16日 TPPから食料・農業・環境を守る秋田県県民大会
４月 25日 秋田中央地区農業委員会会長会通常総会
５月 27日 平成26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（〜5月28日）
８月 ５日 新任農業委員研修会
８月 ７日 秋田中央地区農業委員会会長会臨時総会
８月 19日 秋田県農業会議第108回総会
８月 19日 平成26年度市町村農業委員会会長会議
９月 ３日 農業者年金加入推進部長等研修会
９月 10日 平成26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
９月 16日 農地を活かし、担い手を応援する農業委員研修会
（農業会議）
10月 31日 第58回秋田県農業委員大会（男鹿市）
11月 18日 秋田県女性農業委員協議会総会・研修会
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（〜４日）
◎関連事業関係
１月 ７日 農業委員研修会（農業委員の役割・選挙人名簿の調
製について）農業委員会主催／講師農業会議
２月 18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
３月 ４日 大潟村４団体連絡協議会
９月 12日 啓発看板設置
12月 16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
（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 ７日 第１回農業委員会定例総会・全員協議会
１月 24日 全員協議会（選挙人名簿の調製）
１月 30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
３月 24日 第４回農業委員会臨時総会・全員協議会
４月 ２日 第５回農業委員会定例総会・全員協議会
５月 ２日 第６回農業委員会定例総会・全員協議会
６月 ３日 第７回農業委員会定例総会・全員協議会
７月 ２日 第８回農業委員会定例総会・全員協議会
８月 ５日 第９回農業委員会定例総会・全員協議会
９月 ２日 第10回農業委員会定例総会・全員協議会
10月 ２日 第11回農業委員会定例総会・全員協議会
11月 ５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

（平成26年1月～平成26年12月）

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

