喜多方市農業委員会だより
(1)第8号

今回紹介しますのは､
喜多方市立第二小学校(神
田優子校長)です｡学校の
北側に実習畑があります｡
農業科の全体目標は｢や
り続けて本物にしよう⊥
3年生から6年生までの
児童が､年間3 5時間(月に3‑4時間)､農業科の授業を行
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農業委員

誠一

斎藤

でお世話をしよう｣､5年生｢健康に良い野菜を作ろう｣､6
年生｢育てる環境を考えて野菜を作ろう｣です｡作付けす
る作物は学年によって違いますが､3名の農家さんの指導
の下､米や野菜を栽培しています｡担当の山内先生にお伺
いしますと､野菜の除草作業は夏休み前に､ジャガイモの
収穫作業は夏休み中に子供たちで行い､特にスイカの出来
が良くて､部活動後に美味しく食べたそうです｡H月に収
穫祭を行い､1 2月には農業科の感想文の提出がありました｡
提出された6年生の作文を要約して紹介します｡
題名｢農業科で自分が変わったこと｣
(米づくりを1年やってみると作業は大変だったけど次第
に楽しくなりへ秋収穫したお米をおにぎりにして食べたら
美味しく｢感謝｣の気持ちが増えました｡米や野菜を作っ
ている人の苦労は大変だと思うので､食べ物を残さずに食
べます)と云うことが記載されていました｡
そもそも食青とは何かを考えてみると､ある専門家の方
は食材の栄養を知ることではなく｢食べ物のおかげで私は
生きている｣を実感させることと､話されています｡
今の日本の現状は年を追うごとに耕作放棄地は増えるばか
りで､自分の国の食料も補えず､食べ残しは1年間で63

1を開こう｣､4年生｢土づくりから収穫まで自分たちの手

各学年のテーマは､3年生｢野菜を育てサラダパーティ

っています｡
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けたいと改めて思いました｡

今の食生活を振り返ると飽食の時もあり､食べ残しが出
てしまいます｡食べ物を大切に残食を少なくするよう心掛

0万トン｡どう考えてもおかしいとしか思えません｡
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塩野組合は､軽井沢に隣接している御

代田町の塩野地区にて結成された営農組

合です｡塩野地区は標高が800‑1.0

設立し､禦rSを対象に活動しています｡

田

00mで傾斜地のため､高原野菜を主に
作付けしています｡

また､大会表彰では､本市事務局の眞

主な事業は､中山問直接支払制度(840

平成1 2年から農業者9 7名で営農組合を

平成28年日月8日､一般社団法人福島

田浩幸局長が永年勤続農業委員会職員と

ンバイン･トラクター･大型草刈り機･

万円)や町･県の支援金などを活用し､コ

なお､議案決議は左記のとおりです｡

して表彰を受けました｡

県農業会議の主催により､福島市飯坂町
の ｢パルセいいざか｣において福島県下

農業委員会大会が開催されました｡

製粉プラント他の大型機械を導入し､お

にかけうどん用の小麦を栽培･製粉して

一ふくしま農業の創生に関する農業政
策について

新制度に移行した8委員会では､新た
に農地利用最適化推進委員の方々も出席

販売(年1,128.g)すると共に､野菜･

ます｡今後は､条件の良さを生かした販

額1,300万円)等の事業を行ってい

ソバ粉･豆等の直売所を開設(年間販売

緊急動醸 TPP対策等について

に関する申し合わせ決強について

一一改正農業委員会法の下での活動推進

され､太田豊秋会長の挨拶さらに来賓の
祝辞の後､議事に入り活発な質疑が行わ
れました｡

(木戸賢治委員)

売所の充実付加価値を高めた製品作りな

ど､持続可能な組織を目指したいとのこ
とでした｡

味ロッジは､長野県上田市に隣接した

農業委員会では平成28年日月25日〜2

起業グループです｡また､直営食堂では

ターにて､農産物の加工販売を行う女性

を中心に､平成1 6年より農産物加工セン

ことから｢ねずみ大根｣と言われるもの)

で短く､ねずみのような尻尾がついてる

る地大根(辛味大根で､形状は下ぶくれ

としての更なる拡大を目指すため頑張っ

地場農産物の6次産業化を推進し､企業

700万円､従業員2 1名となりました｡

参加などにより､平成2 7年度は売上3.

ールでの受賞､首都圏イベントへの積極

したが､研修や商品評価会･各種コンク

開発力､販売･経営能力などない状態で

坂城町で､地元で古くから栽培されてい

日の日程で､長野県御代田町 塩野中山

｢ねずみ大根｣の絞り汁をたれにして｢お

長野県御代田的,嬢域雌

間地営農事業組合､長野県坂城町 味ロ

でした｡

ている

(佐藤健一委員)

｢おばちゃんカンパニイ｣

しぼりうどん｣として提供しています｡

､
I

平成25年からは法人化し､当初は商品

ッジ株式会社において､中山間地におけ
る営農事例を視察研修しました｡
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第8号(2)
喜多方市農業委員会だより

平成28年H月に｢新潟県多面的機能支
払シンポジウム｣が新潟県で開催され参
加してきました｡

多面的機能支払制度は､草刈り･水路
の泥上げ･農道の路面維持(農地維持支

岩月町では､1 2の活動組織で8割弱の

農地面積をカバーしています｡昨年3月

には活動推進のため､広域活動組織の研
修と情報交換会を開催しました｡また､

水系を共有する同町大都地区(天井沢･
宮中･下岩崎)と

松山町鳥見山地区
(中村･吉志田)

で情報交換会を二
回開催しました｡

本市も､農家人

活動に支援金が支払われ､全国的に取り

･植栽等(資源向上支払交付金) の共同

加等､多くの課題

休農地と獣害の増

と担い手不足･遊

口の減少･後継者

組まれていますが､福島県の広域化の取

を抱えています｡

払交付金)と水路･農道等の施設の補修

り組みは遅れています｡(表1参照)

域協定組織には①行政主導②各市町村に

を図ることができます｡新潟県の主な広

いますので､事務負担の軽減と経費節減

しています｡集落は交付金の管理のみ行

費は､交付額の5‑1 0%を各集落で負担

地改良区等が事務局を担当し､その運営

りのため､車の両

能な農業農村づく

確保と並び持続可

育成･優良農地の

を通じた担い手の

業生産基盤の整備

決のためにも､農

これらの課題解

地域協議会を設置③土地改良区･農協等

ている多面的機能

輪に位置付けられ

支払の増進を図ることが重要であり､行

米や野菜の販売も手掛けてみたいとの希

と連携してバラ園で臨時直売所を併設し､

)
へ

政主導による広域協定化を具体的に進め

望です｡｢バラの栽培は難しく､除草は

をご期待いたします｡ (木戸賢治委員)

これからも更なる技術の向上とご活躍

ていく｣とご夫妻は笑顔で話されました｡

持て､夢を追いかけて日々を楽しく生き

色々なことをやりだすと､色々な夢が

で試行錯誤の連続です｡

病気の対策と肥料には長年の経験が必要

手作業で､種類や株ごとに特徴があり､

ることが求められています｡

(会長職務代理者 五十嵐信幸)

日

熱塩加納町針生の花見徹美さん(68歳)

･キヨイさんご夫妻は､平成2 2年から自

宅前の畑を活用しバラの栽培に取り組ん
でいます｡

以前は､多年草の庭園を作っていまし

たがバラの魅力にひかれて栽培を始め､

今では1 0雪の面積に270種類300株

を超える程となり､6月の最盛期からは

オープンガーデンとして無料開放し､年

間1.600人を超える見学者が訪れて
います｡

また､花見さんは､平成26年に合意形

成した針生地区｢人･農地プラン｣の担

い手として認定農業者の認定を受け､稲

作を中心として昨年に引き続き今年も規

模の拡大で､農業経営の向上を図られて
います｡

今後は､見学される方に笑顔と感動を

得ていただけるバラの栽培と食味を重視

した米作りを目指し､将来は地区の方々
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広域協定組織の主な事務局体制は､土

徴があります｡

が構成員④各集落が主体的‑の四つの特

取組状況比較
表1

喜多方市農業委員会だより
(3)第8号

喜多方市農業委員会だより

農業委員会では､会議のスムーズな進
行と事業の推進のために､四つの専門委

員会を設置しています｡

我々の農政委員会は､1 0名のメンバー

で喜多方市への要望事項の取りまとめを
した建議書の素案作りや､農地の賃貸借

料として農業者の皆様に提示しています｡

料の情報を公正な立場で検討し､参考資

また農作業料金の基準表も現況の農業

○農地のまま貸借または売買する場合

ﾙ ﾙ‑坪 cﾒ 一案8mm◆農地法第3条の許可

ｹ4ﾘ 穎ﾉ‑

申請書類1割提出

〟‑∴車上∴一∴ i:言選‑i ,i ‑,LS,i艦▲＼÷‑

一〇着

行政を勘案しながら､毎年､検討して提

I

示しています｡

9

今回の要望書には､平成28年4月1日

施行の農業委員会法改正により､公選制
から市町村長の任命制への移行により､

新たに検討委員会を立ち上げ､今までど

おりに健全な農業委員会活動を推進する

ため､農業委員と農地利用最適化推進委

員の定数等を喜多方市に要望しました｡

今後､農業者の高齢化や担い手不足の

中､優良農地の確保はもちろん､耕作放

棄地の発生防止と解消､人･農地プラン

など地域農業者と話し合いを進め､担い

手への農用地利用の集約･集積を図り､

農家経営の健全な発展と地域社会の信頼

性あるまちづくりに向けて､県･市･農

協などの関係機関と密接な連携を図りな

がら農業委員会の役割を果たすように努

(農政委員長 佐原裕司)

力をしたいと考えています｡

農地の売買･転用等には､許可が必要です｡

烏菓害のための塵業者年金制度
感冒説く磐㊨ 議霧‑‑ 忠 靹

第8号(4)

凵

謗ｨ:義

○農地を農地以外の用途(宅地､駐車場､資材置場
など)に転用する場合
◆農地法第4条(自己所有地の転用)
◆農地法第5条(他人名義の農地を貸借,売買によ

一､1′i薫＼i一義騒蘭

善後生活への備えは十分ですか?
善後の備えは.国民年金プラス
｢農業書年金｣が基芯です｡

り転用)

申請書類2部提出
○許可申請書の締め切り:毎月末日
当該日が土･日または祝日等の場合には､その翌日
○農業委員会総会の開催:毎月20日頃
※農地を取得する農業者または農地を転用する事業
者･内容･場所などにより､作成書類が異なる場

現行の｢震葉書年金｣は､自らが積み重でた保険
料等(年金給付頗資)はより将来受け取る密轟額が
確定する安心の年金翻慶管す｡

合がありますので､事前にご相談ください｡

細入轟き鞘幕蟻昏鎗違頼箇 電轟雪削憲蟻艶

(農業委員会事務局農地係℡024 1 ‑24‑5273)

⑩60歳末溝であること
②国民等金第1雪磁爆険憲で絞ること
(国民密会傑険溜免除蕾は除幻
③年闇68日鞍上､震業は縫寧してい逐こき

讃繁簡鵡麟寄港軒
○麗的をお持ちで穣い掃く溺縄馨･後継鞠賓追
加入電･萎まず｡
○積立芳武の公的毎食繊度です徴
080歳まその儀誰何曇の繚義徳釜です｡

董

○納統治煤険潮気金額雑念探険繊蟻除郊鴻薬です｡

HD騰報をお伝えします｡
複発 語･･･詩想繋曜日
●勝誇約･･書留溺700円
●駆込み･･･監禁尊貴
ま】割ま萬柴委貴会事務扇

※震業者年金へのご納入を検討登視る熟達､轟撥､

農業委員ま甜ま蔑業委員会事務馬へご連絡等絵巻既
(震業委員会事務扇麗敢然恕駿4年2番5 255)

闘繍織鞄

平成28年度後期の農業委員会

だよりをお届けします｡

今年一番の寒気で大雪注意報

が発せられる中､原稿を持ち寄

り編集しています｡

地区だよりのバラを育て続け

ていると､もう一歩先の農業が

見えてきた事例はうれしいこと

です｡

今後､農業を取り巻く環境は

るい農業にしたいと思います｡

賢治

長谷川庄次

誠一

佐藤

木戸

員

豊子

斎藤

員

大堀美栄子

副委員長

員

委員長

委

委

員

健一

委

原

光害

委

員
源一

委

様変わりしますがやり続けて明

<お詫び>
前号(第7号)の第2両(新農

業委員紹介)記事で御案内いた

しました｢高橋良臣委員｣
の地区名(出身)は､ ｢岩月町｣
の誤りでした｡
お詫びして､訂正いたします｡

