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遠野市農業委員会憲章

わたくしたちは､農業委員の使命を深く認識し､

地域菜業の振興と､豊かで潤いのある農村社会の

確立のため､ここにこの憲章を定めます

わたくしたち農業委員会は

1農業者の利益碕表として､誇りと責任ある行

動に努めます

1適正な農地行政を進め､農用地の確保と有効

利用に努めます

1担い手の育成確保と､集落営農の推進に努め

ます

1農業の構造改革を推進し､農地の利用集積に

努めます
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概　　　　要

東日本大震災･津波から5年が経過したが､被災地では懸命な努力により生
活の再建等が進みつつあるものの､未だ多くの課題があり､早期の復旧･復興
に向け支援の継続について､平成27年度岩手県農業委員大会で決議し､岩手県

知事-要請した｡　　　　　　　　　　　　)

TP P (環太平洋連携)協定について､農業委員会系統組織が一丸となり､

農産物の重要品目の関税確保が図られない場合には即時交渉を辞退するよう､

要請活動を行なってきたが､交渉に当たっての具体的な情報が国民に公開され

ないまま､大筋合意･調印に至り､農林水産業をはじめ､広域な分野において､

国民生活に大きな影響を及ぼすものであると懸念される｡

その中で､国では｢総合的なTPP関連政策大綱｣を踏まえた｢攻めの農林

水産業-の転換｣と｢経営安定･安定供給のための備え｣を柱とする農林水産
分野の対策(農政新時代)を打ち出した｡

このような状況下において∴本市農業の現状と課題を捉えながら､遠野市農

業委員会では､ ｢耕作放棄地ゼロ｣を目指し食料自給力を強化するため､耕作放

棄地の現状を把握し､無断転用や農地の荒廃化を食い止めることを目的に農地
パトロールを実施した｡また､担い手-の農地の利用集積を進めるための農地

台帳･地図公表の整備を行い､市と連携しながら農地中間管理事業の更なる周
知を図り､また､平成24年度に11地域で策定した｢地域農業マスタープラン｣

(人･農地プラン)の継続的かつ徹底した計画の見直しを推進するなど､担い

手の育成に努めてきた｡　　　　　　　　　　一

農業委員会内部活動としては､自主研修の開催及び各種研修会-の積極的な
参加などにより農業委員会業務の円滑化に努めるとともに､全国農業新聞の普

及拡大､農業者年金の加入推進､家族経営協定の締結推進に努め､活動の｢見
える化｣を図ってきた｡特にも､ ｢全国農業新聞｣普及拡大については､農業委

員1人1部以上普及の目標を定め､取り組みを行なった実績が認められ､当農
業委員会は全国農業新聞優秀農業委員会･団体等表彰を､佐藤委員が情報活動
功労賞(農業委員の部)を受賞した｡

1　農政活動の取組み

農業就労構造の脆弱化が進行する中で､今後さらに大幅な農家戸数の減少と
急激な高齢化が見込まれていることから､農業施策の充実に関する要請を平成
27年度岩手県農業委員大会で決議し岩手県知事-要請した｡

また､今般の｢農業委員会等に関する法律｣の改正に関わり､農地利用の最

適化に向けた取り組み強化及び新たな｢情報活動｣の構築に向けた取り組み､

更には､農業･農村の再構築に向けた基本農政の確立と施策推進､ TPP交渉
の大筋合意を踏まえた国民-の説明責任､農業者を将来にわたり守っていくた

めの施策の実現について､全国農業委員会会長代表者集会で決議し､国会と岩

手県選出国会議員-要請を行った｡
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2　地域の農地と担い手を守り活かす運動
遊休農地の解消､農地の有効利用及び経営の高度化など､農地と担い手の問

題は､地域ぐるみの実践が不可欠であることから､農地中間管理事業を効果的
に活用し､担い手-の農地集積･集約化を積極的に推進するために農業委員が

中心となり､農地の出し手の意向確認及び受け手-の働きかけを行うとともに
市と連携しながら事業推進を図るとともに､平成24年度に11地区に策定した地

域農業マスタープランにおいては､随時､見直しが生じた地区で検討会を開催
し､委員は担当地区に積極的に参加しプランの見直し協議に参画した｡

また､農業委員と認定農業者との懇談会を地区別に開催し､多数の意見･要

望等が出された｡

さらには､農業委員活動記録カード提出100%を目標に取り組みを行なったが､

達成にいたらなかった｡

3　農業者年金の加入促進

農業者年金の加入推進については､遠野市農業者年金加入推進委員会を開催

し､農業委員､事務局職員及び農協職員が連携して戸別訪問を行い､ 3人が新
規に加入したが県の目標には届かなかった｡`

また､岩手県農業会議及び農協中央会と連携しながら農業者年金に係る相談

を随時行い､加入者-のサービスと業務の効率化を図った｡

4　家族経営協定の推進

家族全員で農業の経営､生活面について話し合い､一人一人の役割と責任を

明確にした取り決めを文書化することで､意欲と能力が発揮される環境の充実
と農業経営の改善に資する家族経営協定は｢家族経営協定推進アドバイザー'｣

と農業委員及び事務局職員が連携して､締結家族の拡大の推進を図った｡

5　情報事業の推進

全国農業新聞を農業委員1人1部以上普及の目標を定め､普及拡大推進の取

り組みを行なった｡また､遠野市農業委員会だよりを2回発行するとともに遠

野テレビを活用し農業委員活動等について発信した｡

6　農業委員会組織･活動の改革推進

農業振興地域の変更等に関して市長から意見聴取があった案件等､重要案件
については総会を円滑に進行するため､あらかじめ農地専門委員会で現地確認
をしながら合議し総会に対して報告するとともに､農地法関係議案の調整等を

行った｡

また､農政専門委員会は各種農政課題に対して知識を高めるため会議を開催
した｡さらには､農業委員と認定農業者との地区別懇談会で出された意見･要

望等を今後どのようにして遠野市の農業振興につなげて行くカさ､取り扱い等の

協議を行なった｡
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1　予算の執行状況

(1)歳　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

区分 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 �4Ywb�

農業委員会交付金 釘ﾂ��sBﾃ����4,884,000 侈y^(�ｾ��

農地中間管理事業等促進関連補助金 ��ﾃscBﾃ����1,800,000 ���

農業者年金事務費 ��ﾃ#3"ﾃ����1,232,600 僞�h�)D霎�ｮ霎�勾�Xｾ��

市費 鉄�ﾃcC津����49,848,994 迄��洩韶��I{�づC���苓ｭﾂ�-��

農地法許可事務処理交付金 ���0 ���Xｾ��

小計 鉄づs�津����57,765,594 ��

(2)歳　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

区分 冰ﾈ螽ｧ｢�決算額 �4Ywb�

委員関係費 ��"ﾃs迭ﾃ����12,726,996- ��Y_��9��

職員関係費 �3津cc2ﾃ����39,183,925 ��ﾈﾈ���

事務費, ��ｳ"ﾃ3crﾃ����2,172,187 ��

農地中間管理機構支援事業費 �"ﾃcc"ﾃ����2,449,886 ��

農業者年金事務費 ��ﾃ#3"ﾃ����1,232,600 ��

小計 鉄�ﾃs�津����57,765,594 ��
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2　会議･研修会の開催状況

(1)総会

回 僖霾�?｢�場所 亳9���

74 兌ﾙ�ﾃ#yD紿ﾈ�#I?｢�市役所 亳8靴�E�&馘��c8���c�ﾘ�,�.h.俶yw��揺ﾊ��ﾙ.飴h�)�ﾂ�

請に対する可否決定について 

議案2農地法第3条第1項によるに所郁能事轟諸可申請 

に対する可否決定について 

議案3鹿田地利用集積計画の決定について 

とぴあ庁舎 亳8靴IE��&騫駅�GｩZｨﾇh柯,ﾈ粂,ﾈﾞﾉ�ﾈ,���+x.�8ﾊ佇�.��

について 

議案5農地法第5条第1項の規定による許可申請に対す 

る意見決定について 

議案6農地法の適用外証明願に対する可否決定について 

75 兌ﾙ�ﾃ#yD綛ﾈ�#Y?｢�市役所 とぴあ庁舎 亳8靴yE�&馘��c8���c�ﾘ�,�.h.俶yw��揺ﾊ��ﾙ.飴h�)�ﾂ�

請に対する可否決定について 

議案8農地法第13条第1項によるに所有権移転許可申請 

に対する可否決定について 

議案9農用地利用集積計画の決定について 

議案10農地法第4条第1項の規定による許可申請に対す 

る意見決定について 

議案111農地法第5条第1項の規定による許可申請に対す 

る意見決定について 

議案12農地法の適用外証明願に対する可否決定にづいて 

議案13平成26年度遠野市農業委員会業務報告について 

76 兌ﾙ�ﾃ#yD緝ﾈ�#Y?｢�市役所 亳8靴�IE�&馘��c8���c�ﾘ�,�.h.俶yw��揺ﾊ��ﾙ.飴h�)�ﾂ�

請に対する可否決定について 

議案15農地法第3条第1項によるに所有権移転許可申請 

に対する可否決定について 

議案16農用嘩利用集積計画の決定について 

議案17農用地利用配分計画の案の作成に対する意見決定 

とぴあ庁舎 �,�,(*(,B�

議案18農地法第5条第1項の規定による許可申請に対す 

る意見決定について 

議案19農地法の適用外証明願に対する可否決定について 

議案20遠野農業振興抱擁整騰計画変更案に対する意見決 

定について 

77 兌ﾙ�ﾃ#yD繆ﾈ�#I?｢�市役所 とぴあ庁舎 亳8靴#�E�&馘��c8���c�ﾘ�,�.h.俶yw��擁w9�ﾙ.飴h�)�ﾂ�

請に対する可否決定について 

議案22農地法第3条第1項によるに所有権移転許可申請 

に対する可否決定について 

議案23農用地利用集積計画の決定について 

議案24農用地利用配分計画の案の作成に対する意見決定 

について 

議案25農地法第5条第1項の規定による許可申請に対す 

る意見決定について 

議案26.農地転用事業計画変更申請に対する意見決定につ 
いて 

議案27平成27年度岩手県農業委員大会の要請議案につい 

て 

-4-



78 兌ﾙ�ﾃ#yD繹ﾈ�#Y?｢�遠軍部勧ヒ 亳8靴#右�&馘��c8���c�ﾘ�,�.h.俶yw��揺ｭ��ﾙ.飴h�)�ﾂ�

請に対する可否決定について 

議案29農地法第3条第1項によるに所有権移転許可申請 

に対する可否決定について 

議案30農用地利用集積計画の決定について 

センター 亳8靴3�E�&馘��cH���c�ﾘ�,ﾈｴｹ.�,�.h.仍h�)�ﾉ��,���+r�

る意見決定について 

議案32農地法第5条第1項の規定による許可申請に対す 

る意見決定について 

議案33農地法の適用外証明願に対する可否決定について 

79 白�[ﾙ�ﾃ#yD纔ﾈ�#Y?｢�市役所 亳8靴3IE�&馘��c8���c�ﾘ�,�.h.俶yw��揺ﾊ��ﾙ.飴h�)�ﾂ�

請に対する可否決定について 

議案35.農地法第3条第1項によるに所有権移転許可申請 

に対する可否決定について 

議案36農用地利用集積計画の決定について 

議案37､農用地利用配分計画の案の植栽に対する意見決定 

について 

とぴあ庁舎 亳8靴3右�&馘��cH���c�ﾘ�,ﾈｴｹ.�,�.h.仍h�)�ﾉ��,���+r�
る意見決定について 

議案39農地法第5条第1項の規定による許可申請に対す 

る意見決定について 

議案40農地転用事業計画変更申請に対する意見決定につ 
いて 

議案41農業委員会会長職辞職願に対する同意について一一 

80 兌ﾙ�ﾃ#yD���ﾈ�#y?｢�市役所 とぴあ庁舎 亳8靴C)E�&馘��c8���c�ﾘ�,�.h.�,傀ｩtﾈﾊ�昆5ﾘｹh�)�ﾉ���

に対する可否決定について 

議案43農用地利用集積計画の決定について 

議案牲農地法第5条第1項の規定による許可申請に対す 
る意見決定について 

議案45農地転用事業計画変更中請に対する意見決定につ 
いて 

議案46遠野農業振興抱擁整階計画変更案に対する意見決 

定について 

81 兌ﾙ�ﾃ#yD���ﾈ�#Y?｢�市役所 亳8靴Cs�E�&馘��c8���c�ﾘ�,�.h.俶yw��揺ﾊ��ﾙ.飴h�)�ﾂ�

請に対する可否決定について 

議案48-農地法第3条第1項によるに所有権移転許可申請 

に対する可否決定について 

議案49.農用地利用集積計画の決定について 

議案50農用地利用配分計画の案の作成に対する意見決定 

とぴあ庁舎 ��,�,(*(,B�"議案51農地法第4条第1項の規定による許可申請に対す 

る意見決定について 

議案52農地法第5条第1項の規定による許可申請に対す 

る意見決定について. 

議案53`農地法の適用外証明願に対する可否決定について 

82 兌ﾙ�ﾃ#yD��(ﾈ�#)?｢�市役所 iとぴあ庁舎 亳8靴SIE�&馘��c8���c�ﾘ�,�.h.俶yw��揺ﾊ��ﾙ.飴h�)�ﾂ�

請に対する可否決定について 

議案55農地法第3条第1項によるに所有権移転許可申請 

に対する可否決定にづいて 

議案56農用地利用集積計画の決定について 

議案57農用地利用配分計画の案の作成に対する意見決定 

について 



I 亳8靴S右�&馘��cX���c�ﾘ�,ﾈｴｹ.�,�.h.仍h�)�ﾉ��,���+r�
る意見決定について 

議案591農地法の適用外証明願に対する可否決定について 

議案60遠野市農業委員会組織検討委員会設置要綱の廃止 

について､ 

83 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ�#i?｢�市役所 とぴあ庁舎 亳8靴c�E�&馘��c8���c�ﾘ�,�.h.�,傀ｩtﾈﾊ�昆5ﾘｹh�)�ﾉ���

に対する可否決定について 

議案62農用地利用集積計画の決定について 

議案63農用地利用配分計画の案の作成に対する意見決定 

について 

議案64農地法第4条第1項の規定による許可申請に対す 

る意見決定について 

議案65農地法第5条第1項の規定による詐可申請に対す 

る意見決定について 

84 兌ﾙ�ﾃ#吋�(ﾈ�#Y?｢�市役所 とぴあ庁舎 亳8靴cb颱�&馘��c8���c�ﾘ�,�.h.俶yw��揺ﾊ��ﾙ.飴h�)�ﾂ�

一議に対する可否決定について 

議案67農地法第3条第1項によるに所有権移転許可申請 

に対する可否決定について 

議案68遠野市農地移動適正化あっせん事業実施要領に基 
づくあっせん委員の指名について 

議案69農用地利用集積計画の決定について 

議案70農用地利用配分計画の案の作成に対する意見決定 

について 

議案71農地法第4条第1項の規定による許可申請に対す 

る意見決定について 

議案72農地法第5条第1項の規定による許可申請に対す 

る意見決定について 

議案73農地法の適用外証明願に対する可否決定について 

議案74農地等の贈与税の納麟猶予等の適用を受ける適格 

者証明願及び引き続き農業経営を行っている等の 

証明願について 

議案75平成28年度遠野市農業労賃漂準額の設定について 

議案76非農地証明願の承認について 

85 兌ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ�#Y?｢�市役所 亳8靴syE�&馘��c8���c�ﾘ�,�.h.俶yw��揺ﾊ��ﾙ.飴h�)�ﾂ�

請に対する可否決定について 

議案78.農地法第3条第1項によるに所有権移転許可申請 

に対する可否決定について 

議案79農用地利用集積計画の決定について 

議案80農地法第5条第1項の規定による許可申請に対す 
ーる意見決定について 

とぴあ庁舎 亳8靴��E�&�5ﾙw�馼ｼhﾇh枴¥���ﾉ��,���+x.�8ﾊ佇�.�,�,"�
いて 

議案82農地法の適用外証明願に対する可否決定について 

議案83才勝地証明願の承認について 

議案84農地等の権利取得に必要な別段面積の設定につい 

て 

議案85平成28年度遠野市農業委員会事業計画等について 
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(2)農地専門委員会

回 僖霾�?｢�場所 亳9���

1 兌ﾙ�ﾃ#yD緝ﾈ��y?｢�合同庁舎 仄hｶ3��9nﾉE�i�Xｻｹ_益��餬杏h枴¥��H,佛x.倬i���:"�
について 

協議2平成27年度農地の日の活動について 

協議3平蔵27年度農地パトロールについて 

2 兌ﾙ�ﾃ#yD���ﾈ�#�?｢�合同庁舎 仄hｶ3�ﾈ�9nﾉE�i�Xｻｹ_益��餔Xﾇh枴¥��H,佛x.倬i���:"�
について 

3 兌ﾙ�ﾃ#yD��(ﾈ��Y?｢�合同庁舎- 仄hｶ3�[ﾙ�ﾃ#yD�7右�&�7�6z�ﾔﾈ8ｹy駅��8ｻY+(ﾛ�,ﾈ��邊�
について 

(3)農政専門委員会
一回/ 僖霾�?｢�場所 亳9���

1 兌ﾙ�ﾃ#yD紿ﾈ�3�?｢�合同庁舎 仄hｶ3�[ﾙ�ﾃ#iD�7葵�:饑�ﾙ�,�,(*(,B�協議2平成27年度活動方針について 

協議3平成28年度農林関係税制改正要望について 

2 兌ﾙ�ﾃ#yD繆ﾈ��y?｢�合同庁舎 仄hｶ3�[ﾙ�ﾃ#yD�7旭(訷ﾊyE�h効什�X檠wi��H,�,(*(,F��

3 兌ﾙ�ﾃ#yD���ﾈ�#I?｢�合同庁舎 仄hｶ3�Di.右�h�(,h,ﾉ&霎hﾚy&ｸ檍,�,(*(,B�
協議2市要望に対する事項について 

4 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ�#�?｢�i合同庁舎 仄hｶ3�Di.右�h�(,h,ﾉ&霎hﾚy&ｸ檍,X,ﾈ�8ﾊ�9�,�,(*(,B�
協議2遠野市長に対する要望事項について 

5 兌ﾙ�ﾃ#吋�(ﾈ��)?｢�合同庁舎 仄hｶ3�Di.右�h�(,h,ﾈﾚy&ｸ檍�8ﾊ�9偖yo�,�,(*(,B�
協議2認定協との意見交換会日程について 

協議3市長要望(秦)について 

協議4市長要望の手法について 

(4)組織検討会

回 僖霾�?｢�場所 亳9���

1 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ�#i?｢�合同庁舎 仄hｶ3�効什+x,ﾈﾍﾙ��,�,(*(,B�協議2副委員長の互選について 

協議3検討会の今後の進め方について 

2 兌ﾙ�ﾃ#吋�(ﾈ�#Y?｢�合同庁舎 仄hｶ3��E�h効醜,ﾉ.��H,�,(*(,B�

3 兌ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ�#Y?｢�合同庁舎 仄hｶ6僞�h効醜,ﾉ.��H,�,(*(,B�
協議2,農地利用蘭新邸巨進委員の区域及び定数について 

( 5)家族経営協定推進会議

回i 僖霾�?｢�場所 亳9���

1 兌ﾙ�ﾃ#yD紿ﾈ�3�?｢�合同庁舎ー 仄hｶ3�ｶ9+r雜9+y�Yk��9yﾘ,ﾈﾍﾙ��,�,(*(,B�協議2平成26年度活動報告について 

協議3平成27年度活動計画について 

( 6 )上閉伊地方農業委員会連絡会

回 僖霾�?｢�場所 亳9���

1 兌ﾙ�ﾃ#yD繆ﾈ�)?｢�釜石市教育 仄hｶ3�[ﾙ�ﾃ#iD�7磯hｼi_�ﾙ�ｷ�-��辷ﾈ亥ｨ,ﾈ�9Dh,�,(*"�

て 

協議2-1平成27年度事業計画(秦)~及び収支予算(秦)i 

センター �,�,(*(,B�
協議3平成27年度各農業委員会事業計画及び予算につ 

いて 
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2 兌ﾙ�ﾃ#yD繹ﾈ紵?｢�釜石市教育 仄hｶ3�[ﾙ�ﾃ#yD�7旭(訷ﾊyE�h効什�X橙ﾘ,ﾉ/�粂馼ﾘ�,��
ついて 

センター 仄hｶ3)[ﾙ�ﾃ#yD�7��9¥(嫌&饑ｹE�h効醜ﾊH�8檍,ﾈ､ｨﾜ8,��
ついて 

3 兌ﾙ�ﾃ#yD���ﾈ��9?｢�遠野みら↓鳴IJ りカレッジ 侈H�9E�&�(hｭHｬyyﾘ馼ｼh/�ｨ駅�+X+ﾙd��ﾈﾆ�2�

4 兌ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ�#�?｢�釜石市教育 仄hｶ3�[ﾙ�ﾃ#吋�7��9¥(嫌&饑ｹ~ﾘｼh効醜檠��xﾘ檍,ﾉ�ﾉ�r�
センター �,�,(*(,B�

(7)農業委員研修会､大会参加等

年月日 ��ｨ��内容 

平成27年4月24日 倡9o���平成27年度遠野市農林畜産部事業について 
とぴあ庁舎 僞�h効醜,ﾈｼik�,(*(,B�

平成27年5月12日 ��x圷�2�新任農業委員等研修会 

平成27年6月25日 倡9o���,h-(*�*���家族経営協定について 

平成27年8月27日 ��)�育2�平成27年度東北.北海道農業活性化フォーラム 

平成27年8月28日 ��)�育2�農地中間管理事業の取り組み等 

平成27年9月30日 冉ｸ�9>ﾂ�平成27年度罷業委員ブロック研修 

平成27年11月6日 ��x圷�2�平成27年度岩手県農業委員大会 

平成27年11月26日 �*�*h.�*��9nﾂ�ﾏ�zﾈ7ｨ�ｸ8ｲ�第7回遠野市農林水産振興大会 

平成27年11月25日 倡9o���,h-(*�*���交流で地域を元気に 

平成27年12月22日 倡9o���,h-(*�*���農地法について 

平成27年12月2日 �8ﾈｹ�72�平成27年度農業者年金加入推進セミナー 

平成28年1月26日 倡9o���,h-(*�*���農地中間管理事業について 

平成28年1月29日 ��x圷�2�平成27年度経営戦略セミナー 

平成28年2月4日 ��x圷�2�第5回いわて農業の未来を拓く担い手を考える研修会 

( 8 )女性農業委員業務検討会及び活動

回 僖霾�?｢�場所 亳9���

1 兌ﾙ�ﾃ#yD緝ﾈ�#Y?｢�遠野市役所 仄hｶ3�[ﾙ�ﾃ#iD�7�,ﾈｨ�:饑�ﾙ�,�,(*(,B�
とぴあ庁舎 仄hｶ3)[ﾙ�ﾃ#yD�7�,ﾈｨ�:霽h柯,�,(*(,B�

2 兌ﾙ�ﾃ#yD繆ﾈ�#I?｢�遠野市役所 仄hｶ3�ｮ(訷ﾊx��ｹE�h効醜7ﾈ8��ｸ6ﾘ,ﾈ檠&霎i¥ｨﾚy&ｸ橙����
とぴあ庁舎 冢ﾉ&霎b�,ﾈ､ｨﾜ8,�,(*(,B�

3 兌ﾙ�ﾃ#yD纔ﾈ纖?｢�遠野地区 仄hｶ3�ｮ(訷ﾊx��ｹE�h効醜7ﾈ8��ｸ6ﾘ,ﾈ檍�9nﾉ&霎hﾚy&ｸ檍,��
合同庁舎 �,(*(,B�

4 兌ﾙ�ﾃ#yD纔ﾈ�#�?｢�遠野市総合食育 センター 兌ﾙ�ﾃ#yD�7旭(訷ﾊx��ｹE�h効醜7ﾈ8��ｸ6ﾘ,ﾈ檍�9nﾉ&霎hﾚy&ｸ橙�【第1部】農地に関する勉強会 

【第2部】｢学陵給食｣試食会 

5 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ���?｢�ホテル紫苑 兌ﾙ�ﾃ#吋�7旭(訷ﾊx��ｹE�h効醜7ﾈ8��ｸ6ﾘ,ﾈ檠�c���yﾘ馼橙�
(佐々木恵美子委員) 
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6 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ���?｢�ホテル紫苑 兌ﾙ�ﾃ#吋�7旭(訷ﾊx��ｹE�h効醜7ｨ8��ｸ6ﾘ,ﾈ檠�ﾘ橙�

7 兌ﾙ�ﾃ#吋��ﾈ���?｢�ホテル紫苑 兌ﾙ�ﾃ#yD�7飲y�ｹE�h効醜ｨ�:靆H�8橙�
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総会別記
【農地法関係項目別処理件数】

総会 議案 ��b�第 ��b�第 ��b�第 ��b�第 ��b�第 ��b�第 傀謁ﾘﾈ��B�畏xﾇb��

74 都R�76 都r�78 都��80 塔��82 塔2�84 塔R�

回 弌��回 弌��回 弌��回. 弌��回 弌��回 弌��

法第3条の3第1項届出 (報告) ��r�2 釘�2 湯�3 ���3 ����4 澱�4 田R�

法第3条許可処分取消 (報告) �� �� �� �� �� �� ���

法第4条許可処分取消 (報告) �� �� �� �� �� �� ���

法第5条許可処分取消 (報告) �� �� �� �� �� �� ���

第18条第6項通知 (報告) 釘�2 �2� �"� ��49 途�2 ����1 塔��

その他の報告 ���3 澱� ���2 �"�1 ���2 �"�3 �#B�

法第2条第3項要件 適合性の審査 �� �� �� �� �� �� ���

法第3条許可申請 可否決定 湯�10 唐�5 迭�4 釘�7i �#2�1 ����12 涛r�

法第4条許可申請 意見可否決定 ��3 �� ���_1. ��1 ��2 ��� 湯�

法第5条許可申請 意見可否決定 迭�3 �2�2 �"�12 迭�5 �2�3 �2�4 鉄��

農地転用事業計画変更申請 �� ��1 ��1 �2� �� ��1 澱�

農地法の適用外証明願 可否決定 �2�4 �2� ��� ��3 �"� 釘�2 �#"�

利用集積計画決定 鉄R�9 湯�2 釘"�13 ���192 田B�41 田r�58 鉄�R�

利用配分計画案意見決定 ���� �"�5 ��1 ��1 �"�4 ��"� �3r�

遠野農業振興地域整備計画 変更意見決定 �� 迭� �� 釘� �� �� 湯�

農地等買受適格者証明願 可否意見決定 �� �� �� �� �� �� ���

農地移動適正化 あっせん委員の指名 �� �� �� �� �� ��� ���

その他議案 ��1 ��I ��1 �� ��� �2�3 ����

月例処理件数合計 ���B�37 鼎2�18 �#R�38 �#��262 ���2�59 �����88 涛#R�
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3　農地関係事業

(1)農　　地

ア　農地法許可申請処理状況

農地法の許可申請､その他の処理状況は表1 ｢農地法詳可申請処理状況｣のとおり

である｡

イ　農地移動状況

農業の基本的生産手段である農地等の権利移動及び転用状況の把握は､農業行政上

重要なことであり､当市の農地移動の実態は表2 ｢農地移動状況｣iのとおりである｡

iウ　農地法の順守励行

関係機関との連絡調整を図るとともに､農地法の趣旨の徹底及び順守励行に努めた｡

エ　農地相談の実施

農地相談を実施し､農地移動適正化あっせん事業､農地を生前一括贈与した場合の

納税猶予の特例､農地等をめぐる紛争の伸介､一般的農地の売買に伴う権利移動､農

地の転用関係など多様な事項について普及を図った｡

(2)農地法第3条による賃貸借のストック面積　　　　　　　　　(単位:請､円)

年 磨 佇��ﾆ��田 剩ｨ- 剄㈹v面積" �,�妺{��ﾘxﾇhｾ�ｧｦ��

面積 �,�妺{��面積 �,�妺{��

H22 鼎"�118,354 ��ﾃc�RﾃS�"�6,512,392 �"ﾃC澱ﾃ3SB�6,630,746 釘ﾃ���ﾃ鼎b�

H23 鼎"�99,243 蔦�ﾃ#��ﾃ#ッ�6,980,312 �"ﾃゴ�ﾃs�B�7,079,555 釘ﾃ�C"ﾃ涛��

H24 鼎r�102,384 ��ﾃ3�Bﾃツ��6,985,332 �"ﾃピづ�#��7,087,716 釘ﾃ��"ﾃ涛��

H25 鉄��114,914 ��ﾃ3C�ﾃ�c��7,114,308 �"ﾃ��津c#��7,229,222 釘ﾃ#c�ﾃc途�

H26 鉄"�127,726 ��ﾃ33rﾃcc��7,101,799 �"ﾃs途ﾃc#��7,229,525 釘ﾃ�3Rﾃ#途�

H271 田��166,613 ��ﾃSc2ﾃ田r�7,125,370 �"ﾃ��BﾃS�b�7,291,983 釘ﾃCsづC�2�

( 3 )農地法の下限面積緩和及び一般法人等の農地取得における農地法許可申請件数

(単位:mB)

平成25年度 剳ｽ成26年度 剳ｽ成27年度 

件数 冤ｩ���件数 冤ｩ���件数 冤ｩ���

ア一般法人等による農地取得件数 �2�144,053 �2�144,053 ���24,614 

イ下限面積緩和による農地取得件数 免ﾂ�10,947 免ﾂ�10,947 蔦b�14,1757 

ウアとイに該当するもの ���0 ���0 ���0 

(4)農地パトロールの実施

遊休農地の実態を把握するため7月24日に農地パトロール出発式を行い､市内全域

で調査を実施した｡利用意向調査実施のため､調査結果は農地台帳システムに筆別に

入力した｡

○　パトロール実施日

○　遊休農地ストック面積

9月1日　-9月8日

A分類(再生利用が可能) 19.9ha

B分類(再生利用が困難) 74.2ha

ニ　亘劃　ニ



(5)賃借料情報

平成27年1月から12月までの農地の賃貸借における賃借料を地区ごとに集計し平均を

算出したものであり､平成28年1月25日に公表した｡

1　田(水稲)の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10アール当たり)

地域名 剳ｽ均値 俐Xﾘ)&ﾂ�最低値 �6h�ｸ5��B�備考 

遠野 �10,000円 ���ﾃ���冷�工0,000円 ��� 

綾織 �10,300円 ��Rﾃ���冷�4,600円 �#B� 

小友 �4,400円 唐ﾃ���冷�2,400円 釘� 

附馬牛 �4,000円 迭ﾃ���冷�1,900円 �2� 

松崎 �8,100円 ��2ﾃ���冷�2,800円 �#b� 

土淵 �6,000円 ���ﾃ���冷�4,300円 ��2� 

青笹 �6,400円 湯ﾃ���冷�5,000円 途� 

上郷 �3,400円 迭ﾃ���冷�1,800円 �#�� 

宮守 �7,000円 ���ﾃ���冷�2,200円 ��迭� 

参考 遠野市全域 侏ｸｾ�辷ｸｲ�6,800円 辻�- �#ッ� 

物納支給 �3�r�70kg ��Yl"�51 侏ｩ¥B�

2　畑の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10アール当たり)

地域名 兌ﾘｼ�&ﾂ�最高値 俐X�9&ﾂ�データ数 儖Xﾖﾂ�

遠野市全域 途ﾃ3��冷�10,000円 釘ﾃc��冷�4 儿�,ｩJや�

遠野市全域" 釘ﾃ���冷�5,000円 �"ﾃS��冷�4 冏����

( 6)農地移動適正化あっせん事業(農地保有合理化事業を含む)

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の集積を推進するため､農業経営の規模拡大､農地

の集団化を促進するため､積極的にあっせん事業を行った｡事業実績は､次のとおりである｡

あっせん委員会開催実績

月日 �&駑｢�面積 

8月8日i 妬Tﾒ�62�3,728 

11月13日 ��Tﾒ�6:C�Tﾒ���1,593 

計 土Tﾒ�6:F緬Tﾒ���5,321 

(7)諸証明並びに処理状況

項目 佇��B�摘要 

般証明 唐�許可証明8件 

耕作証明 涛b�耕作85件作業受委託11件 

贈与税納税猶予適格者証明 �����今年度対象11件贈与税対象継続分4掘不動産取得鋭対象継続分44件 

農業者年金受給権者現況確認 都S��経営移譲年金609件老齢年金149件 

農地法の適用外証明 �#"� 

合計 涛ィ� 

- 12　-



表1　農地法許可申請処理状況

◎農地法第3条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:請)

町名 項目 刮当� 刪ｻ織 剌ｬ友 剳鵠n牛 剌ｼ崎 剴y淵 刪� �;��上郷 刹{守 僊 口 佗b�

件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���

売 渡 し 僞�h,ﾂ�G�鈔� �� �� �� �� ��1 白ﾃ3S2� �� ��2 唐ﾃcsb�3 ���ﾃ�#��

労力不足 �� ���6,044 ���3,526 �� �� �� �� �� ���2,234 �2�ll,804 

耕作不便 低生産地 �� �� ���32,995 �� �� �� ���1,530 ���3,176 ���2,285 釘�39,986 

相手方 の要請 �� �� ���5,394 �� 迭�3,244 ���3,627 �� ���333 �� 唐�12,598 

負債整理 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

他資金 を必要 �� �� �� �� �� �� �� �� ���446 ���446 

交換 � �� �� �� �� �� �� ��2 釘ﾃccB� ��2 釘ﾃccB�

その他有償 � �� ��1 ��ﾃ#澱� �� ��i ����� �� ��1 �3c2�3 ��ﾃイ��

贈 早 ��i��｢�ｨy��u�� �� �� ��2 鼎�ﾃツ�� ��1 �3s2�1 迭ﾃ都b�1 ��Rﾃ��"�6 塔津Cッ�ll ��S2ﾃS途�

生前贈与 �� �� �"�10,1166 �� �� �� �� �� �� �"�10,166 

分家- �� �� �� �� �� ���73 �� �� �� ���73 

その他無償 � ��2 塔R�1 唐ﾃ3�唐�5 �#bﾃCcB�2 迭ﾃSCR�1 ��#b�1 釘ﾃツ��2 �2ﾃcモ�3 途ﾃ�s��17 鉄bﾃ#Cb�

賃貸借権 設定 � �� �� �� ��2 迭ﾃ�3��3 �#�ﾃ�CB�4 鼎Bﾃ����1 田�2�2 鼎bﾃ�CB�12 ���rﾃc���

使用貸借権 設定 � ��2 �3津s���3 ��S2ﾃC#b�2 �#Rﾃ#S2�5 都津csb�3 鉄2ﾃss��6 鉄�ﾃツR�2 澱ﾃ��cB�7 ��3津sCB�30 鉄C津S#R�

平成27年4月から 平成28年3月まで � ��5 鼎Rﾃイr�10 �#�Rﾃ#���9 涛2ﾃSsr�14 涛Bﾃ3�B�12 都津SSb�13 ���津�C��10 �3BﾃS���24 �#澱ﾃCC��97 涛cづSィ�

◎農地法18条6項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位: mB)

平成27年4月から 平成28年3月まで �"�3,066 ���5,741 ���8,398 �2�9,404 ����25,384 免ﾂ�81,333 ���1,530 釘�ll,774 鼎r�218,315 塔��364,945 



◎農地法第4条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:捕)

町名 項目 �9nﾂ��ｹ�B�傅ﾉtb�儿ﾙF雕ﾒ�傴ﾈﾞ���7兒2��r�鍾 ��8ｻﾒ�亶ｸ繒�俘xﾇb�

件 冤ｩ���件 冤ｩ���伸一 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���

農業用施設 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ��ｳ��0 ���0 

住宅敷地 ���0 ���0 ���0 ���0 ���327 ���363 ���127 ���0 ���ｲ�0 �2�817 

鉱工業 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 

道路水路等 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���Oi 又��0 ���236 ���236 

植林 ���0 �"�5,081 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 又��0 ���0 �"�5,081 

その他の 建物 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 

その他の 施設 ���1,562 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���22,874 ���0 ���2,148 �2�26,584 

平成27年4月から 平成28年3月まで ���1,562 �"�5,081 ���0 ���0 白�327 ���363 �"�23,iOiOl ���iO �"�2,384 湯�32,718 

◎農地法第5条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位: ma)

町名 項目 �9nﾂ��ｹ�B�傅ﾉtb�儿ﾙF雕ﾒ�傴ﾈﾞ���7兒2��r�徳 ��8ｻﾒ�亶ｸ繒�俘xﾇb�

件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���件 冤ｩ���

農業用施設 ���330 ���0 �2�5,060 ���0 白�332 ���1,641 �"�1,612 ���4,003 ���423 ����13,401 

住宅敷地 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���910 ���0 ���0 ���910 

鉱工業 迭�2,890 ���498 ���0 ���0 途�3,097 ���487 途�2,972 ���0 ���0 �#��9,944 

道路水路等 �"�2,877 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 �"�7,649 ��飛�37,012 ���3,730 ��R�51,268 

植林 ���0 ���0 ���0 ���0 ���78 ���0 ���0 ���0 ���215 �"�293 

その他の 建物 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 ���0 

その他の 施設 ���0 ���0 ���0 ���0 ���759 ���0 ���0 ���0 ���0 ���759 

平成27年4月から 平成28年3月まで 唐�6,097 ���498 �2�5,060 ���0 ����4,266 �"�2,128 ��"�13,143 免ﾂ�41,015 �2�4,368 鉄��76,575 



表2農地移動状況

農地法第3条(有償)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位: a)

年度別 ��ﾉ����B�田 刮ｿ 剄㈹v 
件数 冤ｩ���件数 冤ｩ���件数 冤ｩ���

H14 鼎"�22 鉄S��23 �#s��45 塔#��

H15 �3r�21 鼎CC��17 �3S"�38 都澱�

H16 鼎r�31 田ッ�′18 田�rﾂ�49 ��ﾃ#�2�

H17 鼎R�-25 田唐�24 田C��'49 ��ﾃ33��

H18 田��40 都���24 鼎モ�64 ��ﾃ�ヲ�

H19 田r�35 ��ﾃ##r�413 ��ﾃ鉄"�78 �2ﾃ�s��

H20 鉄��31 涛sB�30 ��ﾃ�C2�61 �"ﾃ��r�

H21 �3r�2,6 都�2�15 �33"�41 ��ﾃ�#R�

H22 鼎b�28 塔�R�23 鉄s��51 ��ﾃ3sR�

H23 �3"�19 鼎#2�15 �3釘�34 塔�rﾒ�

H24 �3B�21 鉄#B�15 �3S2�36 塔s��

H25 �#b�14 偵3sR�14 鼎3r�28 塔�2�

H26 �3��20 鼎c��19 涛���ー39 ��ﾃ3s��

H27 �#B�17 鉄�B�9. �#湯�26 塔�2�

農地法第3条(無償)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位: a)

年度別 ��ﾉ����B�田 剩ｨ 剄㈹v 
件数 �(i���件数 冤ｩ���件数 冤ｩ���

H14 �#b�24 涛#��10 田#��34 ��ﾃSC"�

H15 �#R�16 涛3"�19 都#��35 ��ﾃcc��

H16 �#R�18 塔�*B�17 田3��35 ��ﾃS#��6ﾒ�

H17 �3V��28 ��ﾃ3c2�23 ��ﾃ�ィ�51 �"ﾃSCr�

H18 謄C��30 ��ｳsc��29 ��ﾃS3��59 �2ﾃ#湯�

H19 �3"�24 ��ﾃ�S��22 塔���46 ��ﾃ鉄��

H20 �#��24 ��ﾃ�#��20 鉄�B�44 ��ﾃSC"�

H21 �#R�18 涛�"�15 ��ﾃ#���33 �"ﾃ����

H22 �#"�15 涛#��18 鼎cB�33 ��ﾃ3�"�

H23 �#R�21 �"ﾃc3R�20 ��ﾃ#3R�41 �2ﾃピ��

H24 ��b�9 田sB�15 鉄S�2�24 ��ﾃ##r�

H25 �#���18 ��ﾃ�#2�12 �3澱�30 ��ﾃC#��

H26 �#��23 ��ﾃCS��22 白ﾃCc��45 �"ﾃ�#r�

H27 �3��22 ��ﾃ��R�20 ��ﾃ�コ�42 �"ﾃ#���

注1 :有償､_無償とも賃貸借権､使用貸借権を含まない｡また､有償､無償とも採草放牧地を含まない｡

注2:無償には回復登記を､有償には交換､遺贈､競売取得及び小作地交換を含む｡
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.農地転用許可に係る面積等の推移について

※件数は､平成27年5月～平成28年4月許可件数(平成27年4月～平成28年3月申請分)

1　平成27年度の状況

(1)件数の状況

転用目的 佇��B�

一般個人住宅用地 ��r�

鉱工業用地 ��R�

その他の施設用地 ��"�

農家住宅用地 澱�

道路水路等用地 �2�

植林用地 �"�

その他の建物用地 ���

農業用施設用地 ���

公園広場等用地 ���

学校 ���

計 鉄r�

申請取下件数 �"�

実申請件数 鉄��

(2)面積の状況

転用目的 冤ｩ�����

鉱工業用地 鉄�ﾃ#c��

その他の施設用地 ��rﾃ����

一般個人住宅用地 途ﾃ3cr�

植林用地 迭ﾃ����

農家住宅用地 �"ﾃs迭�

農業用施設用地 涛�峯���

その他の建物用地 都S��

道路水路等用地 宝U�#%���

享痕 ���

公園広場等用地 ���

計 塔Rﾃ����

申請取下面積 �#2ﾃCs2�

実申請面積 ���津#�"�

田一般個人住宅用地

図鉱工業用地

ロその他の施設用地

口農家住宅用地

目道路水路等用地

田植林用地

nその他の建物用地

n農業用施設用地

○公国広場等用地

田学校

田鉱工業用地

田その他の施設用砲

口一般個人住宅用地

口植林用池

田農家住宅用地

面農業用施設用地

甘その他の建物用地

田道路水路等用地

○学校

田公園広場等用地
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2　過去5年間の状況

(1)件数の状況

年度 佇��B�

平成23年度 鉄��

平成24年度 塔��

平成25年度 涛��

平成26年度 塔��

平成27年度 鉄�r�

年度 冤ｩ�����

平成23年度 都"ﾃs�b�

平成24年度 售�SrﾃSSR�

平成25年度 ��#RﾃC�"�

平成26年度 ��C��ﾃ�#��

平成27年度 塔Rﾃ����

(2)転用目的の状況

①件数

件数 ∴｢∴十∴｢一㌧ 平成23年即÷:｢｢｢:二二二:二二;三三;≡;三三三三三三;≒曇:≒…三三三;;≡;三三嚢≒::三三芋∴∴∴-∴ 十∴｣∴二∴二二二∴-一二二二十二二二∴二∴二∴u∴∴ 

寅 平成27年度 �� 倡�+捧Ez2�

i∴∴∴∴.:∴∴∴∴∴∴言.∴-:∴一言∴i/∴∴∴∴∴ 

～離擬率畿蜜雑業戦線誓鱗茎薮発議..二.i-､Y.i.I.+'Ei.灘 050100 

i面積mB 

平成25年度 平成27年度 ���***#｣ｨ��)ｪ"����� ��ｦﾈ�3�������

-I.-:-i �� ��

050,000100,000150,000200,0 

転居目的.年度 兌ﾙ�ﾃ#9D�7��平成24年度 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��平成26年度 兌ﾙ�ﾃ#yD�7��

農業用施設用地 ���2 ���4 ���

農家住宅用地 迭�ー2 途�9 澱�

一般個人住宅用地 ����27 �#"�22 ��r�

鉱工業用地 途�15 ��r�7 ��R�

学校用地 �"�0 ���0 ���

公園広場等用地 尾��0 ���0 ���

道路水路等用地 �2�1 釘�4 �2�

植林用地 �"�1 �2�1 �"�

その他の建物用地 �2�10 湯�5 ���

その他の施設用地 ��b�22 �#��28 ��9.b�

計 鉄��80 涛��80 鉄r�
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②面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位;請

転用目的.年度 兌ﾙ�ﾃ#9D�7��平成24年度 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��平成26年度 兌ﾙ�ﾃ#yD�7��

農業用施設用地 都Sb�358 �3�ﾃC釘�2,214 唐ﾃ田��

農家住宅用地 �2ﾃ3��b�3,984 鉄#B�3,403 �2ﾃ33R�

-椴個人住宅用地 釘ﾃ涛��7,283 途ﾃ�3�b�10,337 唐ﾃsc��

鉱工業用地 �3bﾃ#�"�24,205 都津Cs��51,746 鉄づ��b�

学校用地 ���2,122 ���0 ���

公園広場等用地 ���0 ���0 ��ｶ��

道路水路等用地 ���516 �3"�432 ��ﾃ##2�

植林用地 �#津sCr�5,202 ��ﾃ3ッ�14,233 姪�ﾃS#��

その他建物用地 途ﾃ�sr�5,238 唐ﾃc�"�9,634 ���ﾃ�#2�

その他施設用地 澱ﾃ��"�23,798 �#津�#��33,485 鉄Rﾃ3sB�

計 塔づ3c��72,706 ��SrﾃSSR�125,484 ��Cづ��#��

③件数の構成比　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位; %

転用目的.年度 兌ﾙ�ﾃ#9D�7��平成24年度 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��平成26年度 兌ﾙ�ﾃ#yD�7��

農業用施設用地 ��縒�2.5 �����5.0 ��繧�

農家住宅用地` 唐綯�2.5 途縒�ll.3 ���絣�

一般個人住宅用地 �3"繧�33.8 �#B�"�27.5 �#偵��

鉱工業用地 ��"���18.8 ��ゅr�8.8 �#b�2�

学校用地 �2紕�0.0 �����0.0 �����

公園広場等用地 �����0.0 �����0.0 �����

道路水路等用地 迭�"�1.3 釘紕�5.0 迭�2�

植林用地 �2紕�1.3 �2�2�1.3 �2絣�

その他建物用地 迭�"�12.5 湯纈�6.3 ��繧�

その他施設用地 �#r綯�27.5 �3�繧�35.0 �#����

計 �������100.0 �������100.0 �������

図　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位:%

40,0 -35.0 30.0 25.0 °20.0 15.0 10.0 5.0 .0.0 ��-1十一農業用施設用地 -ぜ町-農家住宅用地 -一般個人住宅用地 --擁-鉱工業用地 一つ事-学校用地 一七十一公園広場等用地 +道路水路等用地 一一一一一一一植林用地 my--その他建物用地 -ら-その他施設用地 

_詰●i薫く 
一一一一一--かぶ細蕃三二 

｢ヽ一一一一一∴-∴ 

〆` 

I 

平成23年度_平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度 
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④面積の構成比　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位:請

転用目的.年度 兌ﾙ�ﾃ#9D�7��平成24年度 兌ﾙ�ﾃ#YD�7��平成26年度 兌ﾙ�ﾃ#yD�7��

農業用施設用地` ��纈�0.5 ��偵B�1.8 田｣��

農家住宅用地 �2縒�5.5 ���2�2.7 �"�2�

一般個人住宅用地 迭綯�10.9 釘絣�8.2 迭纈�

鉱工業用地 鼎����～SS.3 鉄�紕�41.2 �3偵r�

学校用地 �����2.9 �����0.0 �����

公園広場等用地 �����0.0 �����0.0 �����

道路水路等用地 ��粤��0.7 �����0.3 ��繧�

植林用地 �32縒�7.2 ��纈�ll.3 �����

その他建物用地 唐���7.2 迭絣�7.7 澱褫��

その他施設用地 途纈�32.7 ��ゅ��26.7 �3r靉��

計 �������100.0 �������100.0 �������

図　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位;%

-農業用施設用地 -農家住宅用地 --椴個人住宅用地 -鉱工業用地 -学校用地 -公園広場等用地 -道路水路等用地 -槽林用地 -その他建物用地 -その他施設用地 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 �� 

〟"ー~ 

＼;＼ー- 
＼＼/㌔ 
//ー 

平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度 
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4　農政関係事業

( 1 )平成27年度岩手県農業委員大会

期　日:平成27年11月6日(金)

場　所:盛岡市都南文化会館キャラホール

平成27年度岩手県農業委員大会要請議案

上閉伊地方農業委員会連絡会

【農業施策の充実に関する要請決議】

1食料･農業･農村の基本政策の確立に関する事項

(1) ｢食料,農業･農村の基本計画｣の目標達成のための施策に関する事項

食料の安定供給は､自給力の維持･確保のため優良な必要農地面積の確保と意欲ある

農業者の生産基盤から生産されるものである｡

このため､将来にわたって｢活かすべき農地(守るべき農地)｣を明確にしたうえで､

中山間地域の農業生産基盤の整備､農産物の価格安定による所得補償など国が掲げた食

糧自給率向上の目標達成に向け､地域の特色ある農産物の産地化に向けた農業施策の充

実､かつ強化､条件不利地域に着目した｢日本型直接支払｣等支援対策の拡充､併せて

新規就農を含めた担い手の育成を行うこと｡

( 2)担い手-の農地の利用集積の推進に関する事項

昨年度からスタートした農地中間管理事業制度は､地理的条件や農業生産条件などの

条件不利地域にとっては､制度効果が期待できない地域もある｡

特に中山間地域での規模拡大には限界があるため､農地集積が進まない状況にあり､

また､合意形成に時間を要し農地の管理や管理経費の負担が大きいことから､補てんな

どの重点的な支援を講じること｡

( 3)農業経営の安定対策に関する事項

農村地域は､食料の安定供給の面ならず地域社会の維持及び地域資源の循環面からも､

多様な規模の経営体がバランスよく共存することが重要である｡

しかし､農業生産だけでは所得確保が困難であり､農業生産行為を国土保全行為と捉

え､中山間地域等直接支払制度の更なる充実強化をはじめ､地域特性に配慮した支援策

を強化すること｡

持続性ある農業経営には､後継者の育成･確保が必要不可欠であり､そのためには安

定的な所得が見込めることが重要である｡今回の米価下落は､農業経営に重大な影響を

及ぼしており､･コメの消費拡大の取り組みを一層強化するとともに､収入減少影響緩和

対策を充実強化すること｡

(4)食料の安定供給確保に関する事項

食料の安定供給の確保は国の責務であり､そのためには食品の安全確保と食育の推進
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により､子供のころから国産農産物に理解を深める機会を整え､国産農産物の消費拡大

-と導くことが必要である｡地域の教育現場において地産地消を基本にした食青を推進

し､それぞれの地域で持続可能な生産体制が確立するような国策を講じること｡

(5)その他農業･農村の振興施策の充実強化に関する事項

有害鳥獣の増加による農村部での被害は深刻さを増し､営農や農村環轟に著しい支障

を及ぼしており､農業者の精神的な痛手も大きい｡

このため､地域が主体となった多様な取り組みを支援する施策を長期的に講じるとと

もに､鳥獣被害防止総合対策交付金の補助率を引き上げるなど､国が主体となって一層

の強化を図ること｡併せて､有害鳥獣の駆除に向けた狩猟免許取得者の拡大並びに若返

りのための支援措置を講じること｡

①　有害野生鳥獣の捕獲の強化(捕獲頭数の拡大)

②　狩猟従事者の負担軽減　(資格取得･継続-の支援)

③　狩猟･捕獲従事者の育成　(狩猟資格者の確保)

④　捕獲奨励金制度の継続

⑤　被害対第-の支援強化　(電気牧柵･防護網資材)

農村では､農業用水路､農道等の保全管理を地域住民が一体となって維持管理する事

によ､って地域活性化､連帯感が保たれている｡

グリーンツーリズム等を保全活動の参加型とし､消蟄者の農業･農柿-の理解を深め

る施策を講ずること｡

また､地域農業マスタープランの充実を図り､新規就農者の確保及び集落営農組織の

法人化などに向けて手厚い支援を講ずること｡

(6) ･東日本大震災からの復旧･復興に関する事項

東日本大震災･東京電力福島第-原子力発電所事故から4年が経過したが､被災地に

おける復旧･復興は現場の希望どおりには進んでいない状況にある｡

特にも､広範囲に拡散した放射性物質の汚染影響は未だに収束することなく､風評被

害も含め経済的影響が今もなお続いていろ｡出荷停止･制限指示の対象となった農畜産

物の生産農家の所得の補償を汚染及び風評被害が解消されるまで､国が責任をもって対

応すること｡

引き続き放射怪物鷺検査を継続し､食と放射能に対するリスクコミュニケーション等

風評被害の早期払拭に向けだ情報発信を行うとともに､併せて販売支援等これらの必要

な予算について当面の間､措置すること｡

(7)農業委員会系統組織の充実･強化に関する事項

農業施策は､国･地域の経済基盤の根幹である｡これまで多くの農業委員は､農村･

農業者の代表として地域に根ざした活動を展開し､その負託に応えてきており､今後に

おいても地域の農業者の代表である農業委員の存在と活動が必要不可欠である｡

今般､国で進めている農業委員会制度組織改革については､私たち農業委員及び農業

者の意見を反映した農業委員会組織の役割･機能の確立を強く要請する｡
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特にも､平成28年4月に施行が予定されている改正農業委員会法が円滑に機能するよ

う､農業委員会交付金の基本を維持するとともに､農地利用の最適化の推進に向け農地

利用最適化推進委員会等の活動に必要な予算を十分に確保すること｡

(8) TPP交渉に関する事項

TPP交渉にあたっては､ ｢環太平洋パートナーシップ協定交渉(TPP)参加に関す

る決議｣を絶対に遵守し､国益を確保する必要がある｡

関税撤廃は大量輸入に直結し､農業分野においては農家の経営を逼迫､ひいては廃業

に繋がり結果として遊休農地及び耕作放棄地の捷大を更に加速させることが懸念される｡

よって､ TPP交渉にあたっては､生産者の生活を守るべく農産物の重要品目の拡大

と併せ､重要品目-の関税維持の姿勢を主張していくことを強く要請する｡

(9)特に県に要請する事項

クマ･シカ･ハクビシン･サルなどの野生鳥獣による農作物被害が増加しており､依

然として被害対策が追いつかない状況にある｡増加し続ける個体数を減少させるには市

町村単位では限界があり､広域的な取り組みが必要となっている｡県が主体となった被

害防止対策と併せ､広域的に駆除隊を組織するなど徹底した駆除を講じること｡

また､被害防止対策事業として､電気牧柵購入及び設置費用など市町村-の補助金交

付の導入実施と併せ､実効性が最大限に期待できる有害駆除対策の強化を推し進めるこ

と｡

(2)第7回遠野市農林水産振興大会

期　日:平成27年11月26日(木)

場　所:あえりあ遠野交流ホール

農林水産業の主な課題及び意見(各地区からの提案内容を集約)

1　農林水産業の課題及び意見の集約状況

○集約日:平成27年10月8日

○会　議:遠野市農林水産振興協議会地区協議会(9地区)

○出席者:農業委員､花巻農協理事ほか農畜林業関係団体の役員

○内　容:遠野市農林水産振興大会において共有すべき課題及び意見割こついて､各

出席者から意見を集約

2　提出された課題及び意見

区分 �&霎b�提案項目 俑�ﾎ8,ﾉ�鞜Hｷ�-��陌��

TPP 儿ﾙF雕ﾒ�TPP交渉大筋合意 髭��,ﾉ�Xｽ畏x�8,ﾚIgｸ�9E�h,冰�*h.�R�
宮守 �,�,(*(,B異�,���+R�響が大きく､新たな対応が求められるとこ 

松崎 �,Iwieﾘ+x-x*ｲ��ろです｡政府のTPP総合対策本部におい 

青笹 凾ﾄ､総合的な国内対策を盛り込んだ｢政策 大綱｣が決定されたことから､大綱の内容 
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を踏まえ的確に対応を進めていきますo 

後継者.担い手 儿ﾙF雕ﾒ�担い手対策について ��)D颱�h�(/����ｸ,俛�>�､�,ﾉE�hﾊH�2�
(市独自の対策の実 儂�/���ﾈ+ZI&闔iE�h,ﾉ%8*(訷/�孜�ﾈ+x.��

施) �(�9nﾈ4�4�8ｨ5�4��ｸ8ｸ馼ｼj8/���邵+X,H*"�-ﾈ+x�ｸ-ﾈ+ﾚI[ﾙ�ﾃ#yD�7�.h.芥7ｨ6(7h,ﾂ�ﾎ8ﾇ��(孜�ﾈ馼ｼh,h+X,JH��78ﾉy9�*�.t�5���ｸ98,X7ｨ6(7h/��(,做�E�/�ｯ9eﾘ+ZH�9nﾈ�2�,侈H�8,凅�.��)D�/����ｸ,唏ﾊH�9Nⅸ彿,�B�E�&驟X,ﾈ妤.��8+�^(�/�ﾗ8,�,H*(-ﾈ+v��

松崎 �%8*(詹�鞜H,�,(*(,B�担い手育成は､青年就農給付金による所 
(市､農協で出資す �;饋(�.(�8,ﾉ^(�馼ｼh,�.h.�-�*唏�8ｷ�-��

る法人の設立) 筈�*ｩGｩ'X+x.�4�6�6�485X�ｸ,ﾈ7ﾘ987�8��ｲ�/�ｨ駅�+ZH6ｨ�ｸ5�,��+h+ﾘ辷�/���-�,H*"�.�+�,h*�.zI��ﾆx/��ｸ-��y�ﾉ�x/�ｺﾘ嶌+R�,H*(*ｸ-ﾈ+v��

鳥獣被害 �9nﾂ�鳥獣被害対策(カラ �4ｨ8�5�,ﾘ�9>�h4ｨ�,價�.ﾘ,�/��ﾙ'X+ZB�
スの糞害) 僖隴Io��ﾃ���蝿/�ｾﾈ�+X,Hﾌ)�ﾉ�H,ﾉ+)���/�ﾗ8,�,H*(-ﾈ+z�-ﾈ+ﾚI8ﾉfｹ6I|ﾘ,ﾈｺi|ﾘ,��.h.蟹6I�ﾈ,�,h-ﾈ.�+�,h/�f�*韜�ﾝ�,ﾉ�ﾙ'R�,�.h,�,H�8･�&�,ﾉNﾘ･��鞜H,偃h.��x/�,R�*(-ﾈ+x�ｲ�

小友 冲ﾈ･�+偬)�鞜H,�,(*"�有害鳥獣対策の中で､特にもニホンジカ 
て(捕獲頭数の捉大) ��鞜H,ﾚItﾈ･�ｾﾈ�,h鋠|(ｯｨ/��x-ﾘﾘx.ﾘ+咤�,ｩD�,Y]�ﾈ,偃h.��x/�,X*(-ﾈ+z�+�,ﾈﾈｲ�悴H�9>�,Y]�ﾈ+8.ｨ.�6ｨ7ｨ985x4ｨ,ﾉ:ｩ�H,ﾒ�D����ﾘ��+ZI[ﾙ�ﾃ#iD�7�,ﾓ"ﾃC��:ｨ,h,��.芥ﾊy>��9*ﾉ�ｨ,ﾉ(h,XﾜX.��ﾘ*):ｩ�H,h,�,��,H*(-ﾈ+v��-ﾈ+ﾚIf夷ﾈﾟ(,ﾉ�ﾙ'X.(呵���,�.h.兢�ﾂ�^(��(,ﾈ覈�x-ﾘ/��x-ﾘﾘx.ﾘ+�.�+�,h,ZINﾒ�･�*ｨﾋ淫ﾘ+X,H*(.�&霎h.��,H*(.�+�,h*停�.zHﾋｸﾝﾘ,ﾉ�鞜H/�ﾇ���+ZINﾘ･�,ﾈﾋ淫ﾘ,�+2�.x,�7x-�,H*(*ｸ-ﾈ+v��

松崎- �6ｨ7ｨ985x4ｨ,ﾈｾﾈ����ニホンジカの捕獲数は年々増加し､処理 
策について(残澄対 ��鞜H*ｩ�h+ﾘ,�ｹ��,h,�,�,H*(-ﾈ+v��

策) 偃ｹ|)lhｹh�鰄�(,�,ﾙ4ｹ��,引謁ﾘ/�轌;��+x.�ｩ_ｺH�8,h+X,H,ﾚI�h+ﾘ,引謁ﾙ�鞜H,b�+X,JHﾋ榎ｨ嶌郢�ﾘ,ﾉ�ﾙ'X/�雹nﾈ,佶�:(/����-�,H*�.�-ﾈ+x�ｸﾚ�ﾎ8.�I|)th檍.(ｭhﾅxｴ�ｭb�,i��ﾆx+ZI4ｹ��,引謁ﾙ�鞜H,偃h.��x/�,X*"�*ｸ-ﾈ+x�ｲ�

土淵 �6ｨ7ｨ984ｨ8(5h4ｨ,ﾉNﾒ�ニホンカモシカは天然記念物であり､ニ 
害対策について �7ｨ985x4ｩNﾘ･�,hﾚﾈﾝﾘ+X,H*(.�(h,ZHﾌ)�ﾉ�B�+)��,ﾙ>�+X*(+�,h*�.zIf飲ﾉ�鞜H*ｩtﾈﾏ�,b�ﾖﾈ*h.x.ｨ-ﾈ+x�ｹf飲ﾈ,儺ｹwh,�6Hｴ9g�ﾟ(*ｩ^"�����ｸ,h,�.�+ﾘ-ⅹ4ｹ��,映飲ﾈ,�.h,�,INﾒ�･��鞜H/�*旭�*(+X-ﾈ+x�ｲ�

青笹 冲ﾈ･�+偬)Nﾘ･��鞜H,��県南広域振興局では､本年7月に､県南 

宮守 �,(*(,B慰ﾈ司4�,����地域野生鳥獣被害防止対策連絡会を設置 

策､県-の予算拡充) �+ZHﾔﾈ刺,X,ﾉNﾘ･��鞜H,ﾈ�饑�ｺItﾈ.(ﾔﾈ司]��ｦﾈ/��I��+x.��ﾉ�x/���*h,H*(-ﾈ+x�ｸ-ﾈ+ﾚB��ｭﾘﾔﾈ司�Xｻｸｼx,X.�:�ﾈ,ﾉ��xﾘ檍*ｩ�ﾙ'R�+8.ｨ,H*�.芥+�,ﾈ檍,h,ﾉ��ﾆx/�ﾗ8,�,H*(-ﾂ�
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すo 今後は､この組織を中軸こ､具体的な対 策に取り組んでいきます0. 

経営所得安定対 �7兒2�経営所得安定対策に 俛�,X,ﾚHﾋｸﾝﾘ,ﾈﾆ�8�;闌�.��鞜H,�,(*"�

策 亶ｸ繒�ついて(平成50年以 �,JI[ﾙ�ﾃ#僖�7�,�+ｸ.ｨ-ﾈ,X,ﾈ靖�y�ﾈ惠/��

降の取組) 佶���+ZI[ﾙ�ﾃ3�D�7�為�,ﾈ邵ﾟH,僵ﾘ防+2�+�,H*(*ﾘ,h+X,H*�.�-ﾈ+x*ｪHﾋｸ鳬5�,�*�*"�,Hｾ��ﾉ4�,�>�vX,ﾘ麌+8.ｨ,H*�.x+蟹_ｸﾏﾉ�ｲ�*ｨﾊ�*h,�*(�8ｻX,�*�.��-ﾈ+v��E��,ﾉ:靠ﾈ.�ｭﾈ-ⅸﾚ�ﾎ8,ﾈﾙ�,ﾉ:�*ｸ/�(ﾒ�雕+Y4ｹ��,��陌�+X,H*(*ｸ-ﾈ+v��

iWCS消費拡大 ��8ｻﾒ�飼料用作物(WCS)_ 要79w�手,ﾚI'ｸ顗,�*�,�+ﾘｹ�ｸ*ｩTｹwh,��

の市内での消費対策 俥ﾉZ�,ZHﾋｸﾝﾘ,ﾚH�9>�,ﾈｮ仂h/�ｭﾈ-ⅹ�h蜥�

について(企業との 倆(,i'ｸ蝎E�h,h,ﾈｭH,ZH�ｸｸ6�8�985�*ｩ]ｲ�

連携) �+ﾘ.ｨ,H*(.��8ｻX,hﾖﾈ*h,H*(-ﾈ+x�ｨ�ｲ�)_ｺH�,H,8*ﾘ.�,�.h.�4ｨ8�8�5h.(*(.��+��Nﾘ･�,ﾈｦx藕*ｩ�h+ﾘ,�ｹ��,h,�,�,H*"�.�+�,h*�.zH��更,俥ﾉWH+x.�+�,h,�*ﾚI&��刺.(�]8ﾞﾉZぺ,ﾈ帽ｻ�.�ﾖﾉ{h+X,�*ｨ.xﾞﾂ�WH+x.�.h*JI4ｹ��,丑ﾉGﾈｬyyﾘ,ﾉ4�.ｨ.�ｭﾈ-��,JHﾚ�ﾎ8,ﾉ�鞜H,偃h.��x/�,X*(*ｸ-ﾈ+v��

_遊休農地 ��8ｻﾒ�遊休農地対策につい 兌ﾙ�ﾃ#yD�7�.h.芥7ｨ6(7h,ﾉG�ﾞﾈ�)uﾉ.��
て(ホップの廃作後 倆(,�,ﾚH,X*ｸ.�+�*�-��ｨ/�+ｸ,ﾈ-ﾈ-ﾉ]ｹ�b�
の作付指導､助成対 �+ZH7ｨ6(7h/��(,h+X,H��E�/�ｯ9eﾘ+8.ｨ.��

策) 兩ｸ��,��ﾘ+X,H*(+ﾘ+�*ﾘ.h*JH7ｨ6(7iE�h,��ﾌH-�*�*�/�+X,H*(+ﾘ+�*(,H*(-ﾈ+sｩ[ﾙ�ﾂ�#yD�7�,ﾓ)kﾈ,ﾉ_ｸ*ｨ��78ﾉx.h.�ｨ�+X7｢�6(7hﾜﾙGﾉ9�,ﾉE�h,ﾈﾊH�8/��8*�,H*(-ﾈ+v���,�*蟹G�ﾞﾈﾎ:I�ﾉV冦ｨﾞﾉWH/�ｯ9eﾘ+x.��ｨﾘr�,ﾈ��ﾉ�y7�,�,8*(,H,ﾚH4�5�6x7�8��ｸ4�6"�7h馼ｼh,ﾉtﾈﾏ葵駅�/�*旭�*(+X+ﾘ*(,h輊*"�-ﾈ+v��

ほ場整備 亶ｸ繒�ば場整備予算の拡充 �-��ｩ�餔X,ﾈ��邵,�,(*(,B�,ﾚHﾉ�:)&丶ｸ.��
について 亊ﾈ-ⅹ�I&霎h*�.ywieﾘ*ｨ�8+�.x.ｨ,H*(-ﾂ�+v�-��ｩ�餔X,ﾚI�h蝌ｮ餉X,ﾈ淤|x,�.h.刋｢�:ﾘ5(5�6x,ﾉ.�ﾋ�,佗�*ｨ.倬hｼh,X*�.�+�,b�*�.uⅹuﾈ螽,ﾉﾗﾈ�,�,(*(,HﾊzHﾙ�,冽ieﾘ+R�,H*(*ｸ-ﾈ+x�ｲ�

死亡牢 �ｹ�B�死亡牛の処理対策に 侏ｸﾝﾚHﾊx*ｩ(i�86x,h,�.蟹[ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ��
ついて(経費支援､ �,ﾈ�):ﾘ/�mｩUx,唏ｾ�9hﾞ�*ﾉ>�,偖xﾘy]ｸｬxﾌ��

処理施設の整備) �,ﾉ�餔X/���-�,H*(-ﾈ+v�,�*蟹�餔Xﾎ8,ﾈﾆ��N�,ﾚH���,i:�ﾈ,傀謁ﾘ*ｨ�)Eﾈ,h,�.�.h*B�+)��/�ﾗ8,�,H*(-ﾈ+s���

青笹 倩�e8ｸﾘ,ﾈ�yﾙ�鞜H,��現在､県外-の委託処理で計画を進めて 
ついて(県内-の施 �*�.芥ﾜX�4傀謁ﾘ郢�ﾘ,ﾈﾉｩ�ﾘ,�,(*(,H,ﾈｾ��

設設置) ��ﾉ4�,杏h柯,ﾘ*�.�-ﾈ+�/���ﾎ8,ﾘ�yﾘ,ﾈ�2�ｻX,��+h,JHﾊx,��陌�/�:ﾘ*ｸ*�*�,H*(*ｸ+ﾒ�*(,hﾖﾈ*h,H*(-ﾈ+v��

松くい虫 傅ﾉtb�松くい虫被害対策に 倡8,X,ﾘ�9nﾉE���Xｻｸ5ｨ985��ｹ}�k�攤,b�
土淵 �,(*(,B���ｯｩ�鞜JB�連携し､県の松くい虫防除監視員が市内を 

青笹 儂ﾘ･�ｦy�X��鉤H�)}��巡視し調査したデータを元に､春及び秋に 

宮守 �愛�,ﾉNﾘ･�m��鞜B��伐働くん蒸駆除を実施しているほか､松枯 れ情報が市に寄せられた場合にも､遠野農 
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林振興センター-情報提供し調査してい ます○ 対策費は､県の補助事業を活用し､県(高 度公益機能森林､被害拡大防止森林)及び 市(地区保全林､地区被害拡大肪止森林) が定める対策対象森林を対象に対策に取 り組んでいますo 現在は､市内の83%の面積を占める広大 な森林資源の保全を第-に取り組んでい るところで､処理量を年間約600m3として いますが､全量駆除が困難な状況ですo山 林以外の被害木についても､そのままにし ておくと被害拡大の基となってしまうも のですが､前述のとおりの理由により森林 を中心､に事業に取り組んでいる現状をご 理解願いますo 今後は､調査データを元に先端地域を中 心として､早期の伐働くん蒸駆除を進め､ 被害の拡大防止に努めます○ また､アカマツから別の樹種-変更する 樹種転換に取り組み､被害拡大院止に努め ますo 

放射能 儿ﾙF雕ﾒ�放射能汚染対策の継 冏���&�,�,(*(,H,ﾘ邵ﾔ�)Eﾈ�8�,ﾈ��R�
続について 儘磯h*ｨ�{�+ZHﾚ�ﾎ8,ﾙy駅��8ｻX,俘x.ﾘ+�,B��鵁ﾉ��,�.h.弌��/���-�,H*(*ﾙuﾉ.�,R�+r���&鞋ﾙGﾈﾋIm�+X*(+ﾘ*�,ﾚI[ﾙ�ﾃ#ID�7��,ﾈ�掣�xﾌ�/��8*ⅳ#iD�7�-ﾈ,X,ﾃ84ｩD鵤��h蝌ﾇ���ｽ亶ﾙ�鞜H馼ｼh,h+X,JHﾋIm�7ｨ5���,ﾈ���(hｭH�yﾚH7ｨ5��ｨ��ZI�h+X*(ﾋB�m���ｽｸ��ﾈ/���邵+ZH�掣�xﾌ����,佰ﾈ*��+ﾘ��ﾈ��餔X/�ﾊx,h耳�,���-�,H*ｸ-ﾈ+X+ﾚ��自_ｺHﾊr�9nﾉE���Xｻｸ5ｨ985��ｹ}�k�擺��,�*�*(,H,ﾚH7ｨ5��.)�h蝌+8.ｨ+ﾘ+X*(+ﾘ*��,ﾈﾉ��/�ﾗ8**Hﾙ�,���+X�掣�xﾌ����,ﾉ�ﾂ���/�ﾗ8,�+ﾘﾈｸ悴I[ﾙ�ﾃ#yD紿ﾈ霍�-�xﾈ��,�,ﾚH�9>��h蝌�#�ikﾈ*ｨ自YH�掣�xﾌ�����,h,�,�,H*(-ﾈ+z�ﾚ�ﾎ8.�H�掣�xﾌ��9l｢����,佰ﾈ*ⅸﾊx,hｺi|ﾘ+X竧.��x/�,X*(*ｸ-ﾂ�+x�ｲ�

6次化 �9nﾂ�特産品作りの推進に 倡8,X,ﾚI�鵁蝌ｼi�I�冏ｹYH/��ﾙ'X+ZIE���

松崎 �,(*(,B�畜産部､産業振興部の行政組織の枠組みを 

生産物の高付加価値 �+H*jIE�iZｩnﾊHⅸﾔ鮎iZｩnﾈ,ﾈ辷��y7�/��

化について(販売戦 ��H.委�+ｨ,�*ｨ.zHﾌ)¥ｨ,ﾈ馼ｼi�ｩ&ｸ,��陌�+R�

略の策定) �,H.�-�*唏ⅹ&ｸ檍,ﾈ燁'h.(�5x辷�,�,zB�Lﾉц､ｩ��.�辷�+X,H*(-ﾈ+v��-ﾈ+ﾚILﾉHI�ﾙzｨ,ﾈﾟI.�,亊h+X,H.�I�ｩnR�彿9�4�6�6�485X�ｸ/�炫ﾘ*(+ZHﾌ)¥ｩ�ｩ&ｸ,��呵+h.��ﾉ�x.���*h,H*(-ﾈ+x�ｲ�ﾚ�ﾎ8,ﾚH馼ｼh,ﾉgｸｦ�ｸ,僵ｨ**I�ﾙOY8ｨ���,���+x.仞�uｨ辷��ｹ'X,�,(*(,Hﾉ�:(+X,B�*(*ｸ-ﾈ+z��
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5農業経営基盤強化促進事業

農業委員による農用地賃貸借等の掘り起こし活動により､出し手･受け手の結びつきを図り､農用地の利
用権の集積及び農業の担い手育成を図るため､次の事業を行った｡

(1)利用権設定笥促進事業
農用地の貸し借りや売買を行う際､農地法によらないで農家の申出によって権利の設定･移転計画をま

とめた｢農用地利用集積計画｣を作成し､効率的かつ安定的な農業経営を目指す担い手-の農地集積を
図った｡

○年度別利用権設定及び所有権移転面積　　　　　　　　　　　　　　　　(単位壷)

年度 �62�價��俐ﾉ��_ｩg�&��俘xﾇb�
件数面積 剏叙� 冤ｩ���件数 冤ｩ���件数 冤ｩ���

H23 �##b�1,158,847 �#��200,228 辻�- �#SB�1,359,075 
(14) 茶c�ﾃSs2��(5) 茶S�ﾃs�B��(-) 窒ﾒ��(19) 茶���ﾃ#ビ��

H24 �##B�1,167,824 �#��144,038 辻�- �#S"�1,311,862 
(ll) 茶ヲﾃs����(4) 茶SRﾃ�モ��(-) 窒ﾒ��(15) 茶�CBﾃsモ��

H25 �3C"�1,915,094 澱�29,826 辻�- �3C��1,944,920 
(4) 茶�Rﾃs3���(I) 茶rﾃS�r��(-) 窒ﾒ��(5) 茶#2ﾃ#3r��

H26 鼎���2,335,340 ��*B�79,896 辻�- 鼎#"�2,415,236 
(4) 茶�Bﾃ##ｒ�(2) 茶3rﾃ��b��(-) 窒ﾒ��(6) 茶S"ﾃ�3B��

H27 鼎ィ�2,39-8,836 �3��315,406 辻�- 鉄�R�2,714,242 
(2) 茶U�¥vﾆﾅ��(-) 峯�瀦���⊥⊃ 窒ﾒ��___｣2) 抱ⅷﾅ���

※下段( )は所有権移転面積

○　中間管理権設定面積

雪国髄　,≡, i

iト'二十(61,-8)

※下段( )は筆数

○　年度末農用地利用集積面積(中間管理事業による配分計画面積は除く) (単位:請)

年度 �62����俐ﾉ��_ｩg�&��俘xﾇb�

件数 冤ｩ���件数 �>ﾈｹ��ｳ�ﾒ�件数 冤ｩ���件数 冤ｩ���

H23 白ﾃ#s��6,810,324 ��c��1,loo,595 �2�20,710 ��ﾃC3B�7,937,629 

H24 ��ﾃ##"�6,547,629 ��Cb�937,410 �2�20,710 ��ﾃ3s��7,505,749 

H25 白ﾃCS��2ﾃ��R�8,054,076 ��C��946,420 �2�20,710 ��ﾃc�"�9,021,206 

H26 �5,953,787 �#3��956,468 澱�119,655 �2ﾃ#S��7,029,910 

H27 �2ﾃ33��5,597,226 �3C��1,187,628 ����138,330 �2ﾃc澱�6,923,184 

※H26､ H27の件数は筆数表示

6農地中間管理事業

担い手-の農地集積･集約化を推進するため､農地中間管理機構の指定を受けた岩手県農業公社か
ら業務を遠野市が受託し､農地の出し手から農地中間管理権として公社が借り受け､地域農業マスター
プランに位置付けられた担い手農家に農地を貸し付けを行う農地中間管理事業により､農地の有効利用
の継続と農業経営の効率化を図った｡

○　農用地利用配分計画県認可面積
配分計画面積

面　　積(請)

1,069,006

1,223,955

※下段( )
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7　農業労賃標準額設定

本市の農業は､兼業化､農業従事者の減少･高齢化が進み､就労構造が脆弱化してい

る一方､大型機械を駆使し積極的に作業を受託する大規模な戸別経営体や集落営農組織

が形成されている｡そのため､安定的な経営運営が可能で､且つ作業を委託する農家の

理解が得られる作業料金の決定が求められている｡

このため農業委員会は､農家に幅広く活用される標準額の設定となるようアンケート

調査及び広範な会議を踏まえ､農作業労賃標準額表を作成し農家に配布した｡

ア　遠野市農業労賃標準額設定に係る意向調査実施　(2月12日～2月18日)

イ　平成28年度農業機械作業標準料金設定会議　(2月9日:民宿　りん･どう)

ウ　遠野市農業労賃標準額設定に係る関係機関等会議

(2月18日:遠野地区合同庁舎)

参集者　県南広域振興局遠野農林振興センター農業振興課長､遠野普及サブセン

ター所長､花巻農業協同組合遠野地域営農振興課長､遠野地域農業機械

銀行理事長､県農業共済組合東南部地域センター長､遠野地方森林組合

参事､遠野市土地改良区事務局､遠野市認定農業者協議会会長､遠野市

農林畜産部農業振興課長､遠野市農業委員会農政専門委員長

工　第84回遠野市農業委員会総会　(2月25日;遠野市役所とぴあ庁舎)

オ　農家配布　(春の農作業時期に合わせ配布)

8　地域の農地と担い手を守り活かす運動

｢地域の農地と担い手を守り活かす運動｣としてこれまで以上に地域に根差し､地

域を重視し遊休農地解消､農地に有効利用及び経営の高度化など､農地と担い手の問

題を解決するため､運動を展開した｡

( 1 )新たな農地制度の円滑かつ適正な運用及び､農業委員会の活動計画の策定及び点検･

評価並びに審議の透明性の確保

ア　農業委員会だより等の広報活動及び関係機関-の周知を行い農地制度の適正な運

用に努めた｡

イ　活動計画及び点検･評価をホームページで公開し市民の意見を募った｡

( 2 )農地の利用状況調査に基づく遊休農地の発生防止及び解消対策の強化

ア　農地の有効利用や遊休農地解消を進めるため､農業委員が担当地区を中トに随時

のパトロールを実施した｡また､ 7月15日の｢農地の日｣には､転作田にヒマワリ'

の種を蒔くなど､遊休農地対策と景観形成を目的とした活動を行った｡ノ

イ　耕作放棄地解消対策として､遊休農地利用状況調査と合わせてフォローアップ調

査を実施し､解消-向けた指導体制を強化した｡

ウ　優良農地の確保･有効利用を図るため､農地の権利移動･転用詳可等の適正執行､

農振法-の適切な対応､農業生産法人制度の適切な運用の徹底を図った｡

(3)担い手等-の農地の面的集積の推進､ ｢地域農業の新たなパートナー｣づくりの推進

及び個別経営体や集落営農組織の活動支援

ア　農地中間管理事業の活用による､担い手-の農地集積･集約化の推進を図った｡

イ　新規就農者や農業参入する一旗法人を｢地域農業の新たなパートナー｣とし､相

､　談活動や晴報提供を行なうとともに､集落営農組織-の活動支援を行なった｡

ウ　家族経営協定締結の促進を通して､担い手の農業経営改善に支援･協力を図った｡
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9　農家台帳等補完整備事業

(1)農家台帳補完整備

農業委員会の行う農地法関係業務､農業者年金事務及び地域農業の振興活動､各種

証明書発行及び農地中間管理事業に対応する基礎資料とするため､農地相談を通じ農

家台帳補完整備を行った｡

10　情報事業

(1)全国農業新聞普及拡大

最新の農政･農業事情が農家に伝わり､農家経営の意欲向上と農政活動の展開が図

られるよう､系統機関紙｢全国農業新聞｣の普及拡大に向け､農業委員1人が年間新

たに1部以上申込みを目標に購読推進を図った｡一昨年､昨年に引き続き｢全国農業

新聞優秀農業委員会･団体表彰｣を受賞した｡

○　購読部数(平成28年3月末現在)

年度 買�r�H18 買���H20 買#��H22 買#2�H241 買#R�H26 買#r�

購読部数 田�"�543 鉄Cr�525 鼎���42611 �3sR�342 鼎�2�363 �3CR�

○　普及拡大部数　　　　　35部

○　購読中止部数　　　　　53部

(2)農業委員会だより発行(年2回11月･ 3月発行)

農業委員会の業務の発信､違反転用防止や耕作放棄地解消のための農地パトロール､

農業者年金加入推進､認定農業者協議会との意見交換会､農地情報､女性農業委員活

動などを記載した農業委員会だよりを市内全戸に配布し､農業-の関,亡主農地の有効

活用や農地法の順守励行を図った｡

(3)遠野テレビ｢アスト通信｣による周知

主に市･県が農業情報提供に活用している｢アスト通信｣の放送を通じ､農業委員

会活動の周知を市民に図った｡

○　放送内容　8月　農地パトロール実施

11家族経営協定の普及活動

｢月給制･休日制の導入｣､ ｢女性･若者の農業経営-の主体的参画｣､ ｢円滑な経営

の継承｣､ ｢生活面のルール化｣等を定めることにより､経営管理の充実と就業条件改

善が期待される家族経営協定は｢家族経営協定推進アドバイザー｣ 11名を中心点こ農業

委員全体で推進し､家族経営協定締結に結びつけ担い手の経営支援を図った｡

○　平成27年度新規締結件数　5世帯

○　平成28年3月末現在締結件数 244世帯

※岩手県内家族経営協定件数1, 777世帯(平成27年3月末現在)
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12　農業者年金業務

｢加入者累計13万人に向けた前期3カ年運動｣の最終年度の取り組みとして､関係機関･団

体が連携した効果的な推進を図るため､遠野市農業者年金加入推進委員会を10月に開催した｡

その中で農業者年金加入推進月間を12月～ 2月に設定し､戸別訪問を中心に農業者が参集す

る会議､座談会籍で加入を働きかけ､岩手県農業会議が示した4名の目標達成に向け活動した｡

その結果､政策支援加入者1名､通常加入2名の新規加入があった｡

通常業務では､年金受給者及び被保険者の帳票管理､年金裁定請求の受給要件の点検､経営

移譲手続等の指導､年金相談など適切な事務処理に努めた｡

( 1 )経営移譲年金･老齢年金裁定請求者数　　　　　　　　(平成28年3月末現在)

年度 佝�8昏�yD霎�ﾝ�.�����"�老齢年金請求者 

H20 途�18 

H21 迭�26 

H22 ���17 

H23 ��"�31 

H24 湯�42 

H25 �"�21 

H26 ���23 

H27 �"�36 

(農業者年金経営移譲年金･老齢年金裁定請求受付簿より)

(2)農業者年金被保険者の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:人)

区分 ����小計 俘xﾇb�

通常 加入 �,ｨ�ﾙ]ｸﾊ��� 田��60 塔"�

敬 策 支 援 加 入 ��ﾘﾟH辷�ｾiZｨt��認定農業者及び青色申告者の両方に該当して いる者 ����22 

政策支援区分② 僖i.咽�E�"吋i.�*�.sYD笘ｷ�-��)�i�ﾈﾙ��"�,ﾉ{ﾉ_ｸ,丼�9h+X,H*(.倆"�0 

政策支援区分③ ��iH,ﾘt�,h彿��ﾆ�8ｺi.�/�/xﾈｸ+X+ﾙGｨｿH�)iB�,ﾙ+ﾈﾆ餉ｩ���7 

政策支援区分④ 僖i.右�h�)iH,ﾙ�)�i�ﾈﾙ��(,ﾈ*(+�.ｨ*�ｩ_ｸ,��･�9h+x.倆(,X*�,�,JC9D闌�>�,��,�,�.�+��,h/�o���+X+ﾘ�"�1 

政策支援区分⑤ �3Xﾜ駛)i�,ﾉ+ﾈﾆ餉ｩ��,ﾉE�hﾎ8ﾇ��(,ZC3Xﾜ�-ﾂ�,R�#Xﾜ駛)i�,ﾈ�(,ﾓ��D闌�>��,��,�,�.�+��,h/�o���+X+ﾘ�"�4 

平成28年3月末現在
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参考資料

1遠野市農業の概要

( 1)人口及び世帯の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　(各年9月30日現在)

年次 僣22 買#2�H24 買#R�H26 買#r�

人 口 ��ﾙ�B��ﾂ��30,335 �3�ﾃ�3��29,､823 �#津Cs��29,150 �#づcモ�

男(人) ��BﾃS#��14,406 ��Bﾃ33R�14,169 ��Bﾃ�S"�13,842 

女(人) ��Rﾃ��B�15,625 ��RﾃCモ�15,310 ��Rﾃ�唐�14,846 

世帯数(世帯) �10,680 ���ﾃsS��10,825 ���ﾃゴB�10,889 ���ﾃ�3��

一世帯当り人員(人) �2.84 �"縱��2.76 �"縱"�2.68 �"緜R�

資料;総務部市民課

(2)農家数及び農家人口(販売農家)　　　　　　各年2月1日現在(単位:人､戸)

年次 僞�i�ﾈﾏｲ�農家数 
計 ��ｨｼb�第1種兼業 ��c(顗ﾉ8ｼb�

H7 ��づ�32�4,564' 鉄cB�924 �"ﾃ�3��

H12 ��rﾃ��2�3,443 鼎Cb�602 �"ﾃ3迭�

H17 ��"ﾃ����2,997 鉄#2�510 ��ﾃ田B�

H22 ���ﾃ3cR�2,548 田�R�351 ��ﾃS�"�

H27 途ﾃcs��1,987 鉄3��226 ��ﾃ#3��

資料:世界農林業センサス

(3)経営耕地面積　　　　　　　　　　　　　　　　　各年2月1日現在(単位:ha)

年 次 佗b�田 劔畑 劔樹園地 

稲田 况)z2�休園 ��普通畑 冏���&��休畑 ��果樹園 估ｹJ��･その他 

H7 迭ﾃs�r�3,533 �"ﾃ鉄��467 ���B�2,040 ��ﾃ�C��764 ��#��144 都B�10 都��

H12 迭ﾃ3#��3,266 �"ﾃ#�"�575 �3湯�1,934 ��ﾃ�S"�751 ��3��121 鉄��項目削除 田2�

H17 釘ﾃccb�2,997 �"ﾃ��b�684 �#�r�1,621 涛�b�616 塔��46 �3B�即削除 ��"�

H22 釘ﾃCィ�2,808 ��ﾃャR�711 �#�"�1,620 鼎迭�994 ��3��55 鉄R�項目削除 ��hﾞﾘ��

H27 �2ﾃSs��2,203 ��ﾃSc"�536 ���R�1,330 �3#��895 ���r�36 �3b�項目鵬 弍ｨﾞﾘ��

資料:世界農林業センサス
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(4)農作物別農家数の推移(販売農家)　　　　　　　　　　　　　　(単位:戸)

作物 ��X寂�麦類 倅xﾙ"�いも �:I}��工芸 壷nﾈﾝ��花井 �+ｸ,ﾂ�果樹 

年産 劔類 剄�ｨ 凩��花木 ��ﾂ��

H7 �2ﾃ#コ�21 �3B�23 ��s2�770 ��ﾃ�S2�33 涛b�232 

H12 �"ﾃ����26 田2�224 �3S��600 鉄CR�49 鉄R�83 

H17 �"ﾃ#c��49 鉄b�90 �#3r�448 鉄s2�88 鉄"�63 

H22 �"ﾃ�3R�42 都��220 �3C��245 田c��79 塔��65 

H27 ��ﾃCs��27 �3r�80 �����130 鼎3b�72 �3r�70 

資料:世界農林業センサス

(5)農作物収穫面積の推移(販売農家)　　　　　　　　　　　　　(単位: h a)

作物 ��X寂�麦類 倅xﾙ"�いも �:I}��工芸 冢ﾈﾝ�6ﾒ�花井 �+ｸ,ﾂ�果樹 

年産 劔類 剄�ｨ 凩��花木 ��ﾂ�

H7 �"ﾃcsb�8 湯�25 塔b�292 �3C��ll 鼎��63 

H12 �"ﾃ��"�10 唐�4 �3b�244 ���2�ll 鉄r�54 

H17 ��ﾃ�#��38 ����2 鉄��185 ��c��12 鼎��34 

H22 ��ﾃs#b�26 ��B�8 涛"�106 ��ビ�12 鼎��33 

H27 ��ﾃ3���※ ��B�3 �#��※ ��#R�8 ��b�32 

資料:世界農林業センサス

※印は公表がされていない｡

( 6)家畜飼養頭羽数及び作物収穫面積　　　　　　　　　　　　(単位:頭､ 100羽)

年次 �i'ｸ飆wｹ:ｨ秤�B�

乳牛 �?xｸﾒ�豚 俐ﾉy�ﾇｲ�にわとり 

H7 �2ﾃcC2�5,944 釘ﾃcsB�0 ���

H12 �"ﾃccR�5,304 �"ﾃS3��※ ��b�

H17 �"ﾃ��r�5,583 �"ﾃc#��6 ��b�

H22 ��ﾃccB�5,104 ��b�268 ��b�

H27 ��ﾃ3sR�3,960 ��b�135 ��b�

資料:世界農林業センサス

※印は公表がされていない｡

共通: H17以前は旧遠野市･旧宮守村合算｡

-　31 -



2遠野市農業委員会の概要

(1)委員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年3月31日現在

逮挙区 ��仍8,�.h.��R�1号選任委員 (農業団体推薦) �(ﾘi�僖8効蹴ﾒ�育8ｶ8檠�I�R��計 

8区 �#I�ﾂ�3人 的�ﾂ�31人 

(2)委員会の構成 平成28年3月31日現在

(3)委員会役員

平成28年3月31日現在

会.長 俚(�盈�=h��会長職務代理者 俚(�盈��ﾘ爾�

農地専門委員会委員長 ���69[ﾙJｩ��農地専門委員会副委員長 俚(�盈鞍)Oﾈ���

農政専門委員会委員長 倬y&8醜�爾�農政専門委員会副委員長 �ﾈ鮖��Wb�

組織検討会委員長 冉ｹ9(ﾏｹ���組織検討会副委員長 亳Y')u)u��

(4)家族経営協定推進アドバイザー､農業者年金加入推進部長･班長

○家族経営協定推進アドバイザー　　　　　　　　　　　　平成28年3月31日現在

アドバイザー 凭冦因I;��鳥屋部静夫 俟ｩm咽x���佐々木義弘 

北湯●日進 �)YHｵi�ﾒ�佐々木恵美子 俚(�盈に�ﾘ爾�

千.葉勝義 亳Y'(ﾔ頽｢�小向幸子 ��

○農業者年金加入推進部長･班長　　　　　　　　　　　　平成28年3月31日現在

部長 ��ｸﾋH自u��濱田平八郎 倬y68､ﾈ�簫� 

班長 僮(ｮ)�8ｶ��萩野- �)YI�8豐�奥友康悦 

新田佐悦 侘8夐W�;�b�奥寺晴夫 亰8ﾋH��ﾒ�

佐藤芳夫 ��
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(5)委員報酬

(月　額)

職名 仞�ｧ｢�

会長 鉄"ﾃ#��冷�

会長職務代理者 �3bﾃs��冷�

委員 �32ﾃs��冷�

平成27年4月1日現在

(6)事務局の構成(平成27年10月1日現在)

事務局員5人

事務局長- 事務局次長
兼農地係長

農業振興課併任職員2人

副主幹1人･主任1人

(副主幹併) (主任併)

I

宮守総合支所併任職員3人

地域振興課長

(主幹併)

(7)事務局職員

地域振興係

主任1人

係長1人･主任1人

係長1人･主任1人

(主査併) (主任併)

職名 倩�kﾂ�職名 倩�kﾂ�

事務局長 �ﾙnﾉ��ﾕ��事務局長 �ﾙnﾉ��ﾕ��

事務局次長兼農地係長 ��ｨ�9��&｢�事務局次長兼農地係長 ��ｨ�9��&｢�

副主幹兼農業振興係長 ��ﾙ69�IOﾂ�農業振興係長 ��ywIdh���

主任 ��ﾙ68毎�2�主任 ��ﾙ68毎�2�

主任 �:�ﾋIOﾈﾛ(���主任 �:�ﾋIOﾈﾛ(���

(併)副主幹 �)YI{(ﾔr�(併)副主幹 �)YI{(ﾔr�

(併)主.任 ��ｹnﾈﾅﾂ�(併)主任 ��ｹnﾈﾅﾂ�

(併)主幹 亳Y')�H��(併)主幹 亳Y')�H��

(併)主査 ��ﾙ68�95B�(併)主査 ��ﾙ68�95B�

(併)主任 儘�:�ﾔ靫r�(併)主任 儘�:�ﾔ靫r�

平成27年4月1日現在　　　　　　　　　　　　　平成27年10月1日現在
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遠野市農業委員会委員名簿(選挙区別五十音順)

平成28年3月31日現在

香 早 倩�kﾂ�逮挙区.推薦団体 佰i�帝|僖8,ﾉ¥｢�役職名 �%99i&霎b�

1 僮(ｮ)�8ｶ��遠野.松崎 定ﾏi��� 傴ﾈﾞスｾjChｾjCxｾjC��ｾb�

2 凭冦因I;��遠野.松崎 佰i��� �9nﾃ�ｾjC(ｾjC�(ｾjB��8ｾjC�Hｾb�

3 �+�餾I�9Wb�遠野".松崎 佰i��� 傴ﾈﾞ�(ｾb�

4 僣ｹnﾂ�遠野.松崎 佰i��� �9nﾃ粟jC仞jC��ｾjB���ｾjC�Xｾb�

5 ���69[ﾙJｩ��遠野.松崎 佰i���農地専門委員会委員長 傴ﾈﾞ�8ｾjCHｾb�

6 �)YI�8豐�綾織 佰i��� �ｹ�C8ｾjCHｾjCXｾb�

7 俟ｩm咽x���綾織 佰i��� �ｹ�C�ｾjC(ｾjChｾjCr�ｾb�

8 �ﾉthﾔ阯��小友 佰i��� 傅ﾉtc�ｾjC(ｾjC8ｾb�

9 俚(�盈宛�ﾔ��小友 佰i��� 傅ﾉtcHｾjCXｾb�

10 冉ｹ9(ﾏｹ���附馬牛 佰i��� 儿ﾙF雕ﾓXｾjChｾb�

ll ��i68ﾛ(翌�附馬牛 佰i��� 儿ﾙF雕ﾓ(ｾjC8ｾjCHｾb�

12 �)YHｵi�ﾒ�土淵 佰i��� �7兒3hｾjC粟b�

13 倬y68､ﾈ�爾�土淵 佰i���農政専門委員会委員長 �7兒3xｾjC仞jC��ｾb�

14 15 16 17 18 侘8夐W�;�b�土淵 佰i��� �7兒38ｾjCHｾjCXｾb�

奥寺晴夫 ��(ﾟ��公選 僞��ﾙ�ｩnX効醜檠Yｸ効什+r�青笹4区､6区､7区､8 区 

佐々木恵美子 ��(ﾟ��公選 僞�&��ｩnX効醜檠Yｸ効什+r�青笹1区､2区､3区､5 区 

鬼原書- ��8ｻﾒ�公選 ��上郷1区､10区 

佐々木誠一 ��8ｻﾒ�公選 ��+y�Yk��9yﾘ�"�上郷4区､5区 

19 伜(�8ﾞ�6�h裵�上郷 佰i��� ��8ｻﾓ(ｾjC8ｾb�

26 俚(�盈�=h��宮守 佰i���会長 �$)�ﾙYCXｾjChｾjCxｾb�

21 俚(�盈��ﾔｸ翌�宮守 佰i��� 冓��#�ｾjC(ｾjChｾb�

22 俚):�diWb�宮守 佰i��� 亶ｸ罇8ｾjCHｾjCXｾjCr�ｾb�

23 24 ��ﾙ69��W��宮守 佰i��� 亶ｸ罇�ｾjC(ｾjChｾb�

千葉勝義 亶ｸ繒�公選 ��達曽部1区､2区､3区､ 4,区 

25 ��ｸﾋH自u��農業協同組合 僞�i�僖2� �9nﾃ8ｾjCHｾjCXｾjB�hｾjCxｾb�

26 亳Y'(ﾔ頽｢�農業共済組合 僞�hｺHﾜ��xﾘy�僖2� ��8ｻﾓhｾjCxｾb�

27 亳Y')thﾎ��土地改良区 �7�&陝ﾉ|xｾi�僖2�傴ﾈﾞ��ｾb�

28 亳Y')jﾘ���議会 亳8檠�僖2���8ｻﾓ粟jC仞b�

29 亳Y')u)u��議会 亳8檠�僖6ﾂ���冓��#8ｾjCHｾjCXｾb�

30 傅ﾈﾏﾈﾔｸ���議会 亳8檠�僖2�儿ﾙF雕ﾓ�ｾjCxｾb�

31 �69(h6�4倡��議会 亳8檠�僖2��7兒3�ｾjC(ｾb�
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