劔劔劔
〟il,i阜一.ニー1‑ll‑畿‑
哇(ﾈﾂ
i●一'

第13号

令和元年9月

編集発行

鮭喜多古市

∴ . ∴;'8‑̀'tA.{卜
窒

小林雅校長

しています｡

だけるように､児童は今日も明るく元気に｢ほ場｣で活動

支援員の皆様や保護者､地域の方々に｢ほ場｣で育てた
野菜を使ったイモ汁を振る舞い､皆様に笑顔で食べていた

す｡

培に挑戦しています｡そして秋には収穫祭を予定していま

イモ､5･6年生がもち米､キュウリ､ジャガイモ等の栽

プコーン用のトウモロコシ､3･4年生がニンジンとサト

今年は1年生がサツマイモへ 2年生がサツマイモとポッ

とうございます｡

です｡支援員の皆様には心より感謝申し上げます｡ありが

様方のご協力のおかげで農業科が続いております｡児童は
もちろん､我々教職員も農業について学ぶことが大変多い

皆様をはじめ､今まで支援員として関わっていただいた皆

大岡正様､手代木洋次様､花見厚様､新園武様の4名の

科支援員の皆様の指導は欠かせないものです｡

の実体験を重視した活動を行っています｡実体験には農業

科として｢なすことによって学ぶ｣精神に基づき､農作業

本校では1･2年生は生活科として､3‑6年生は農業

近に感じることができます｡

水をやったり､草むしりをしたりしながら作物の生長を身

の一つです｡農業科にも力を入れています｡校庭の脇に
｢ほ場｣があるという好条件を生かし､児童は毎日作物に

ており､花壇いっぱいに花が咲き誇るところは本校の自慢

子どもの育成｣です｡特に｢花いっぱい活動｣に力を入れ

本校の教育目標は｢花と緑を愛し､心豊かでたくましい

と田園風景が広がる自然に恵まれた場所にある学校です｡

姥堂小学校は全校児童が45名で､学校の周りに豊かな緑

姥堂小学校

ｩ̲
ⅸ耳vB驅
坪
ｨ*ｲ
ﾃｹ69W
ﾘ
耳
劔I 迄
:.■○こ rご 凵｣〇〇〇.〟 霊冨園田g箆匡田圃

"ﾙz2
Di
ﾎｩ&xﾙ
儖ｨｮyoHｺ鞁
千

"
劔′＼1,
Δ
ﾒ
ﾈ耳簡ｺﾘ
白ﾙ
千千

茲
芥
､一議i麟‑A轍＼鷺法統‑｣.‑,i 劔劍耳ﾋ

凭÷ヽ∴

劔劒V佶ﾉ

̲‑

〃〇〇〇〇〇〇〇〇‑

劔

･重富:∴

*ﾅ
舒ﾚ(ﾙ
ｶ巳R
ﾘ
ﾂ
'′‑寄≡掌
･醗̲

∴
:纏÷ &. 凵
唳
ぴ
3‑I. 灘il,‑.遊‑ ∴子∴ 佶ﾂﾒﾒﾂ簫ﾒ

勍顕舜編,7
(
Tﾉ>R
どCﾒﾒ
ﾕH
ｨ
ｲ
剪ﾃRﾒ粐篦rr
‑‑‑,‑
.I.5㌢, ∴∵ *.,‑ I‑‑.‑

千 +.‑/( ､(≡
∴ :i電(
8ｩ
ﾒ蛆
示
十二一∴ 凝.

鶴 0241(24)5255
陳
′◆し

喜多方市
6xﾎﾒ
●〃●〇〇一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ‑‑‑I‑, Iii強"""""""" 估ｸxb

劔白
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇m∴∴
劔劔●
劔
請

喜多方市農業委員会だより
(1)第13号

農業委員会
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喜多方市農業委員会だより

第13号(2)

◎農地バンク(農地中間管理機構)とは
日本は現在､少子高齢化や農家の経営環境､生活環境の厳しさ等によって担い手が不足しています｡それ
に伴い､農業の衰退､食糧自給率低下という深刻な問題が垣間見えてきました｡そうした問題を解決するべ
く､農地バンクが設立されました｡
農地バンクとは､不要になった農地を賃貸や売却したい所有者を集め､借りたい､買いたいという農業経
営者に提供していく､各都道府県に設置された｢信頼できる農地の中間的受け皿｣です｡福島県内では､県
知事が県内唯一の農地中間管理機構として､公益財団法人福島県農業振興公社を指定しました｡

㊦具体的悲見喧しのポイントはつきましては､下請をご覧く轄きい｡

【農地バンク見直しの主なポイント】
◆地域の楽窯の設訂固く人.農地プ香ン)
ｿ
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①地域内の麗鞄の翻閲蹴瀧､繊鰹薔簿の課親簿を
ﾉ
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抱囲催して､話し合いを進めます○ (出し手の個人名等の記載は求めません) ②施設整備事業や機構集積協力金※1の支援を重点 化します○ ③話し合いに鞄輔の『‑茅脊薬‑禦‑鰻(農業委 員.推進委員､JA､土地改良区等)が鬱駒し ます○ G 鉅+X‑ﾈ+x ｲ t ｸﾈ苓ｨｨ峪&9 ﾈ/ ｫ8ｩ4wH‑c9 ﾈ,hｺ8ﾘx z9yX+X‑ﾈ+x ｲ

◆中山間地域の麗緯纂縮能力釜の要件を
大幅lこ緩和します.
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①申山間鞄域の機構集積協力金の最低機構活用率
ﾝ渥仞 ,ﾉ
ｹD驃
要件を軍鞄の賃,〆引こします○ (平地:20%､中山間:4%) ②畦畔除去､暗渠排水等の蘭堀転塾盤整錨肥鯨轟 農業薯の零菜襲負題審醒醸します○ 忠D隴HﾜY S S iﾈ冷 t Xﾋ8 E . IE & ﾈ 閏yﾛｩNｹ) ,X. ｸ,b +X‑ﾈ+x ｲ

※農林水産箇発行パンフレットより抜粋

※1機構集積協力金は､農地バンクに貸し付け､受け手へ農地集積･集約した成果に応じて交付され
る｢地域集積協力金｣と､農地バンクに貸し付ける経営転換する農業者､リタイアする農業者､農地の相続
人に交付される｢経営転換協力金｣があります｡

◎ご不明海鳥等ござい委し雇5､下記まで
播闘い合わせく瑳きい｡

･〜総裁財団漆人語昌爆震義旗襲強請
恋敵2鐸一重21 ‑984馬

場雷蜜薫蒸蒸発蒙嚢塗

懇⑧雲名寄‑姿為一琶怒嚢慧

左:恋人坂から見た田園風景
闘
(資料提供:喜多方市観光物産協会)
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喜多方市農業委員会だより

きな要因になりました｡｣と話して
くださいました｡また､収穫後の運
搬のしやすさ､収益性が高いという
ことも選んだ要因の1つになったそ

うです｡

現在は､春に苗を定植した露地の
アスパラガスの管理に日々取り組ん
でいます｡さらに､今年建てるビニ

そのために有機肥料を大量に入れる
ことや土壌改良に力を入れていると

ールハウス用地の土づくりを並行し
て行っています｡目標は､｢太くて

のことでした｡

甘いアスパラガスを作ること｣で､

紹介いたします｡

今回は､会津地方の特産物である
アスパラガスに夢を託した青年新規
就農者､桑名洋行さん(42歳)をご

馳唳 ｢

桑名さんは喜多方に生まれ､郡山
で育ち､その後東京で約20年間サラ

̲短､

÷∴

これからはアスパラガス農家とし
ての自立を目指して､規模拡大を図
っていきたいと抱負を語っていただ
きました｡併せて､これからの新規
就農者のモデルとなり､潜在的な就

ｲ

竸ｨ爾

リーマン生活をしていましたが､都
会での生活は何か物足りなさを感じ
る日々でありました｡時折､田舎で
自然豊かな生活をしている自分の姿
を想像し､いてもたってもいられな

ｸ

姦裳 曇 ･i

農希望者を喜多方に呼び込みたいと､
私たち農業委員の描く夢と同じこと
を力強く話していただきました｡
(地区担当⁚酒井健一委員)

桑名洋行さんとご家族の皆さん

圃

ﾃ｢

くなり､喜多方に家族とともに移住
してきました｡もともと冬の季節が

好きで､喜多方市での生活に迷いは
なく､市の担当者や不動産業者など

が､移住の後押しを親身になってし
てくれたそうです｡その後､熊倉町

雄国にある株式会社キラリファーム

2 3で研修をし､経験を積みました｡

そして今年､道地地区に畑を借りて
アスパラガスの栽培を始めました｡

ることに加え､妻がキュウリとトマ

なぜ､アスパラガスを選んだのか
と聞きますと､｢会津の特産物であ

トは嫌いな食べ物であったことが大
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1組織発足の背景
豊岡集落は稲作の自己完結農家が少なく農業従事者の高齢化に
伴い､地区外者への全面委託が増加してきました｡平成24年1月
から毎年集落の水田農業をどのようにしていくかという大きな問
題等を皆が共有するため『農業懇談会』を開催し懇談を重ねてき
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組織発足の経過

i
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千‑:

平成29年4月からは､具体的な行動を図るため水稲農家･兼業
農家･全面委託者10名による検討会を発足し､水田所有者･集落 ◎豊岡集落の水田経営概要
外からの耕作者(受託者･所有者)にアンケート調査を実施する 水田耕作面積86ha(水田所有面積114ha)
(回収率98%)など､集落営農や農業生産法人の立ち上げを含め 転作.その他の面積28ha
①集落内耕作者面積16ha
て検討を重ねてきました｡
②集落以外からの耕作者面積70ha
しかし､水稲専業農家は少なく高齢化し､外部委託81%という
(個人19名.1会社,1農業生産法人)
現状からして集落営農や農業生産法人は難しいと判断し､受託し
ている大規模農家や農業生産法人等と連携して集落の水田農業の維持を図ることになりました｡そ
して､自主的に農作業の支援をしたいと申込みをした8名により､平成30年2月に組織を立ち上げ
ました｡

3 グループの概要
( 1)組織形態‑農作業支援希望者による自主的親睦グループ(共同代表:岩崎茂治･五十嵐一正)
(2)会員‑8名《水稲専業農家･会社員･退職者(未経験者も含む) 》
(3)支援内容‑水稲播種から収穫までの一連の農作業
(4)運営

①年会費5 0 0円(情報交換会等経費とし､代表者報酬は無くボランティア)
②支援詳細は会員と支援申込者間で取決め､料金支払いは画接両者で行う(会の手数料は無し)
③年1回情報交換会開催
(記事執筆:代表岩崎茂治) (地区担当:山口孝信委員)

次第に地域の各役員の方々から､地域住民
を交えて詳しい内容の説明を聞きたいという

晴舶r<くだ富い｡

00歳まで保証付きの終身年金

農業書のための公的年金制虚です!

の役員や主な農業者に､｢地域の農業者の高

私は昨年､農業

要望があり､市や農業委員会の協力のもと､
地域住民への説明会を開くことができました｡

儀篇惨閲観る勝報や態塙の話題続満載電熱
鰭管と葛らし軽饅範つ借報をお億為し表す｡

齢化､担い手不足の中で､地域の5年後､1 0

委員会農地利用最
適化推進委員とし

その説明会の後､将来を考えたときの｢人･

気持ち新たに､今年度も地域の

員会だより発行となりました｡

改元となり､令和初の農業委

だよりをお届けします｡

令和元年度前期の農業委員会

愚業者毎斜度､国民年金保険加入者が対義です｡

年後の農業をどうするかみんなで一緒に考え
てみませんか｡｣と内容を説明し､協力を求

て委嘱されました｡

アンケートの集計結果からはへ高齢化への
不安､担い手がいない､土地が荒れてしまう

き､区会にて原案の説明､担い手の紹介等を
して今後の協力をお願いしました｡同年3月
2 2日､喜多方市｢人･農地プラン｣検討会議
ラン｣ の承認を受けました｡

支払った保険料は･･

め､歩き始めました｡

農業は小規模な
がら兼業で行って
いましたが､農業委員会の仕事の内容はほと
んど知りませんでした｡委嘱後､各種の研修

果を基に､各役員や地区住民との話し合いを

等の不安がほとんどの方にみられました｡結

農地プラン｣アンケートをお願いしました｡

会等を受ける中で｢人･農地プラン｣につい

重ね､担い手として5名の農業者と寺内そば
組合に協力していただくこととなりました｡

ての研修があり､いつか自分も立ち上げるこ
とになるだろうと考えていました｡

を経て､喜多方市から｢寺内地区人･農地プ

平成3 1年2月｢人･農地プラン｣ の原案がで

農業委員会の｢農地等の利用の最適化の推
進に関する指針｣に基づき'平成50年6月に
重点推進地区が示されました｡私の担当して
いる山都町の地区も推進地区に選ばれ､新米
農地利用最適化推進委員の試行錯誤の活動が
始まりました｡

農地利用最適化推進委員となり､これから
の農地に対する地区の話し合いができたこと

地区の理解や協力を得るために寺内地区､
下川角地区の各区長へ ｢人･農地プラン｣に

が一番の収穫となりました｡

今後は､この人･農地プランの中身づくり

税制優遇措置を活用!

農業に関する情報を皆様にお届

けしてまいります｡

康男

孝信

貞夫

山口

生江

弘康

木村富士男

東野

大津

山高酒
田野井

ついての説明を受けませんかと呼びかけをし
返答はどちらも｢なにそれ｣｡プラン立

ました｡

の担い手を見出し､地区全員参加型の ｢人･

として､農地の集積や他地区からの大作農業
者へ担い手としての参加を呼びかけへ地区内

当初､寺内､下川角の2地区合同での推進

農地プラン｣を目指した活動を続けていきた

上げスタートの号令でした｡
でしたが､合同で進めることは困難であると

言責言…言謹曇

生江弘康委員

いと考えています｡

圃騙

蘭鋳鍾麗

田

●由逸み/陵駕露費.経過蕾藁ま遍は塵続落罵登
事務崗

掛金はいつでも自由lこ変更可能

●麟議諷/臓額ずのo将

語/謹選義輝鼠

●発

山都町担当

判断し､まずは寺内地区から始めることにし
ました｡地区の役員､水利組合､農事組合等

弼閏貰

書証施濫読詔
剽
認諾躍認
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喜多方市農業委員会だより

