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喜多方市農業委員会だより
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慶徳小学校では､全校

生5 5名､年間3 5時間農業

科の学習を行っています｡

学校田は慶徳ふれあい

館の東側にあり､5･6

二瓶悦子校長

年生が米作りに取り組ん

でいます｡今年は5月2 1日に田植えをしました｡田植えが

終わってから､早苗振りの風習についても農業科支援員さ

んに教えていただきました｡子どもたちは､赤飯をいただ

いて大満足でした｡

畑は学校の北側にあり､1年生から6年生までいろいろ

な作物を作っています｡今年は1･2年生はサツマイモ､

3年生はカボチャ､4年生は落花生､5･6年生が地域の

伝統野菜である慶徳タマネギの収穫をしました｡

これからの作物は秋の収穫祭の材料になります｡慶徳小

班で行う活動を組み合わせて実施しています｡ジャガイモ

学校では､学年ごとに行う活動と1‑6年生までの縦割り

掘りや収穫祭のカレーまたは豚汁作りは縦割り班で協力し

て進めます｡

農業科の取り組みは､農業科支援員さんの協力があって

こそできる活動です｡今年度は山内健一さん､高橋種子さ

ん､猪俣頼子さん､五十嵐勉さんの4人の支援員さんにお

世話になっています｡子どもたちはもちろん､先生方も支

援員さんに教えていただきながら農業科に取り組んでいま

す｡

慶徳小学校では､農業科の学習を通して自分たちで作物

を育てる大変さや喜び､地域の方々に感謝する心､みんな

で協力し合う大切さなどを学ばせていきたいと考えていま

す｡

慶徳小学校

喜多方市農業委員会だより

第11号(2)

雪喜寿市農業委員会｢農地等の利用の最適化の推進に関する指針｣
農業委員会等に関する法律の改正法が平成28年4月1日に施行され､農業委員会においては｢農
地等の利用の最適化の推進｣が重要な必須事務として､明確に位置づけられたことから､喜多方市農
業委員会の指針として､具体的な目標と推進方法を定めました｡

臆具体的な目標と推進右針
(1)遊休農地の解消目標
遊休農地の解消目標は､管内の農地面積を耕地
及び作付面積統計における耕地面積として､解消
目標とする遊休農地面積を､農地法第32条第1項
第1号及び第2号にいう農地面積として定める｡
管内の 冰hｷ噂ﾉ&駘ｩ
農地面積(A) 嫡"
現状 (平成29年3月) 唐ﾃ#

遊休農地の

管内の 冽Hﾇｹ:ｨ挽
農地面積(A) 嫡"

璃就 く平成29年3月) 唐ﾃ#

割合(BjA)
150.7ha

繝2R

94.3ha

RR

3年後の目標 (平成32年3月) 唐ﾃ#

(1)担い手への農地利用集積目標
管内の農地面積は､耕地及び作付面積統計における
耕地面積として定める｡

3,334ha 鼎

3年後の目標 (平成32年3月) 唐ﾃ#

56.7ha

緜坦

(2)遊休農地の発生防止,解消の具体的な推進方法

①農地の利用状況調査と利用意向調査の実施
②農地中間管理機構との連携

③非農地判断

4,349ha 鉄2

/‑

として定める｡
新規重大事(個人.法人)
(新規参入者取得面積)

螺躾

ﾆ
茶

R 白

3年後の目標

ﾆ

茶C2綏

国旗
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店ﾆ

･(平成34年3月)
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委農マ情区会毎の整地る地
員地ツ報調議月円.利事区

又貸チ共整を上滑協用項の
は借ン有会開旬か議最等農
農希グを議催につ等適に地
地望も図でし各効を化つ等
利者行りはて地率行推いの浮

用はつ"い区的い進て利∈/三三
僮
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(平成32年3月)

2R

②農地中間管理機構等との連携
③農地の利用調整と利用権設定
④農地の所有権等を確認できない農地の取扱い

)責工事ーi

(平成29年3月)

３

(2)担い手への農地利用の集積,集約化に向けた具体
的な推進方法
① ｢人･農地プラン｣の作成･見直し

農で者等調め業てび開 業､のの地整､務調農す各

(1)新規参入の促進目標
新規参入の促進目標は､新規参入者を､農地の
権利移動を伴う新規参入の経営体数(個人･法人)

緜RR

3,943ha 鼎ゅ

題緩 く平成i4年3月) 唐ﾃ#

目標 (平成34年3月) 唐

集積繋
(BIA)

茶s"綏

そ選最告委調戸集る農許総調地‑

の定適員査別落情地認会整 刹謔ｲ

(2)新規参入の促進に向けた具体的な推進方法

①関係機関との連携
②企業参入の推進

確認

調査計画

家経営等に関

http://www.city.kitakata.fukuShima.jplsoshikilnoui/

区動ト加農地前】 况X
ロール及び意

醒諜謙二憲二発雷擢iu.｡

地活パ参の現車等 剴烽｢

計画

③農業委員会のフォローアップ活動

他及化等の訪座報賞可掟.調相
必び重の実問談共借案出協整談
要推点毎施､会有要件案議会く
事進推 月計農等掌等件事議だ
項進の画地の等のの項のさ
ｲ
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方の地で､喜多方農業普及所の勧めで､

最近､GApという言葉をよく耳にす

け､1 2月にGAP取得に至りました｡G

を受けました｡その後､日月に審査を受

5回ほどコンサルタントに依頼し､助言

GAp取得に向けて､昨年は6月から

した｡

となるための活動に取り組むことにしま

安全性を証明し､販売促進､生産性向上

GAP推進あいづ会を設立し､農産物の

しまったのです｡そこで､同志の方々と

した｡米の契約､注文が一切なくなって

私は米の有機栽培を2 0年以上行ってきま

力原子力発竃所の事故がきっかけです｡

私がGAp取得を目指したのは､東京電

数日本一を目指しての活動も盛んです｡

ると思います｡福島県では､GAp取得
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エサやり､糞尿の処理と力仕事にもかか
わらず､積極的に取り組んでいます｡
今年の夏は

現在は､田中さんに指示されなくとも

ぼうと日々頑張っています｡

昨年8月から田中さん宅で養豚経営を学

◆佐原裕司︻農地利用最適化推進委員︼
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客観的に認められたという､自分のこれ

APを取得できたことで､世界基準にお
いて､安全で品質の良い農産物であると

が常日頃から行っていることばかりだと

変な面は確かにありますが､活動は私達

GAPの取得は､書類の整理など､大

毎年検討､改善しながら行い､より質の

討されてみてはいかがでしょうか｡

思いますので､皆様も是非､前向きに検

高い農業になっていると実感しています｡

ました｡そして､それだけでなく､｢食

までやってきたことへの自信につながり

品の安全｣ ｢環境保全｣ ｢労働安全｣な

ました｡また､農場経営管理についても

一

どに対する意識がこれまで以上に向上し

ルス｣では,数々の⁝

｢㈲オールドアウi

総勢170名が北海道･東北6県より集

自然観察を通して地⁝

平成3 0年7月3日に福島市において､

い研修会及び交流会が開催されました｡

いによりアイディア

を出し合い､取組み

域の方々との話し合!

を行うことで地域の

今年は､｢農村地域の活性化｣をテー

郡国見町を拠点として経営を展開されて

方々へ働く楽しさを

マとした開催となり､研修会では､伊達

いる､｢㈱陽と人(ひとびと)｣ 代表取締

伝え､地域の活性化

みあい

が行われました｡

を図っておられます｡活動発表を聞き､

役小林味愛氏を講師にお招きし､講演

｢㈱陽と人(ひとびと)｣では､規格外

を痛感しました｡

今回の研修では､お2人のお話しを聞

地域の方々の話し合いが大事であること

き地域内の交流の大切さを改めて考えさ

でも基準によって一方は商品として店頭

へ一方は廃棄､｢これはもったいない､お

せられました｡これから地域の空洞化が

品の農産物を流通させており､同じ商品

いしいのに｣との思いが規格外品を流通

進まぬよう私たち委員は地域内で話し合

させるきっかけとなったそうです｡

また､活動発表では､田村市都路町に

いかなければならないと深く考えさせら

う機会を多く設け､大切な農地を守って

(会長職務代理者 斎藤澄子)

れた､とても良い研修となりました｡

移住しペンションを経営されている､｢㈲

よりペンション経営から見た農村への誘

オールドアウルス｣代表蕎酎理美子氏
客について発表がありました｡

喜多方市農業委員会だより

農政委員長
農業委員会

では､会議の

スムーズな進

行と事業の推

岩渕善一郎

進のため､四

つの専門委員会が設置されています｡

我々の農政委員会は､農政に関する運

営及び業務の円滑化を図るため､調査研

究､調整等を行うことを目的として設置

されており､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行った意見

書の素案作りや実例を基に農地の賃借料

情報の検討を行い､参考資料として農業

者の皆様にお示ししております｡

また､現況の農業情勢を勘案し､農作

業料金の基準について毎年､検討を行い､

基準表の作成も行っているところです｡

農業委員会の役割として､農業従事者

の高齢化や担い手不足に伴い､平成2 8年

4月の法改正で｢農地等の利用の最適化

の推進｣が農業委員会の重要な必須業務

として位置づけられたことから､関係機

関と連携を図り､地域農業者との話し合

いを進め､人･農地プランの作成を支援

するなど､地域農業の主体となる担い手

への農用地利用の集積･集約化を図るこ

とで､農業委員会の役割を果たすよう努

力して行きたいと考えております｡

60歳未満の農家のみなさん

第11号(4)

◆農地パトロールとは
農業委員会では地域の農地利用の確認､遊休農地
｣塞しの実態把握と発生防止･解消､違反転用発生
防止･早期発見を目的に､毎年8月〜9月にかけて
市内全域の農地を対象に｢農地パトロール(利用状

pi‑屡禁書の短めの公的年畠制度です.I

i‑em25租5.7万聴

況調査) ｣を実施しています｡

調査の方法は.地区の農業委員･農地利用最適化
推進委員及び事務局職員が農地を見回り､耕作の状
況などを見て農地が適正に管理されているかを確認

一里鳥‑‑弼萱

早 管 r 〜 i ど i I ど i 仗雜8ﾕB

します｡

調査の際には農地に立ち入ることもありますので､
ご理解とご協力をお願いいたします｡

※遊休農地とは
現在耕作の目的に使用されておらず､今後も耕作
がされないと見込まれる農地等

一棟繊雷鋳籍は命日展観整備験細入番が親境等ずe
支払った保険魁は‑
▲来国会.‑B経理gI偉

盾登園麗鷲諒闇｣

1葛賀〇回易Sr¶葛r"葛88r1器r1回器■'¶葛賀r¶葛Sr

爛窟畳を磨鍔!

轡篇隠闘守る情報や地塙の詰閏筋帯織です｡
経営とさらしは役正つ胸部をお伝えします｡
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●発

語‑蕊週義曜日

●膳講絡･･･日額700円
●申込み･･･鳶柴委員まreは蔑黒蜜貴会奉締高

.〃▲"'諏雷雲≡深雪調剤

鰯鱒籠騨

平成50年度前期の農業委員会

だよりをお届けします｡

進

新体制となり､初の農業委員

会だよりの発行となります｡

高野

孝信

義人

康男

山口

貞夫

山田

大津

弘康

宗野

生江

木村富士男

年2回お届けして行きます｡

副委員長

員

員

員

員

員

員

委員長 酒井 健一

委

委

委

委

委

委

第m号から編集委員メンバー
が新たになり､地域の話題や農
業委員会の役割､活動状況など

<お詫び>
前号(第10号)の第3両(推進委員紹介)の

記事で御案内いたしました｢菊地貴推進委
員｣の担当地区は､｢岩月町宮津.橿野｣､

｢五十嵐信幸推進委員｣の担当地区は､

｢岩月町入間付.喜多方.大都｣の誤り
でした○

お詫びして､訂正いたします○

