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農業委員・農地利用最適化推進委員の紹介

●農地の権利移動の許可及び農地転用の審査業務
●農地利用最適化推進委員と連携した，農地利用の最適化の推進
●人・農地プランなど，地域の農業者等の話し合いへの参加   
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農業委員の主な業務

堀 田　長 久 令和2年12月15日～

令和2年12月14日の総会で退任されました。
長い間，お疲れさまでした。
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農地利用最適化推進委員の主な業務

●農地等の利用の最適化の推進（担い手への農地の集積・集約化，
　遊休農地の発生防止・解消，新規参入の促進）に関する実践活動
●人・農地プランなど，地域の農業者等の話し合いへの参加

令和２年７月20日に，鈴鹿市農業委員又は農地利用最適化推進委員として多年にわたり職務
を精励され，任期満了により退任された８名の方々に，市長より感謝状が贈呈されました。
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農地利用最適化推進委員

長年にわたりご尽力いただきありがとうございました。　　～表　彰～～表　彰～

～令和2年9月12日

伊藤　雅良
令和2年12月14日～

犬飼　照雄　氏 鈴木　久三　氏 西村　義美　氏 河北　とも子　氏

杉本　主税　氏住田　和子　氏 伊藤　照博　氏 岩﨑　泰生　氏
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令和２年７月20日に改選されました新体制を紹介します。
任期は令和５年７月19日までの３年間です。

湯浅　正人

市川　信博

西村　伸一

大塚　和馬

久保田一幸

本郷　圭輝

渡部　正一

森田　昭則

古市　善秀

米川　直樹

早川　則数

ゆ あさ まさ と

にしむら しんいち

いちかわ のぶひろ

おおつか かず ま
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がんばる農業者がんばる農業者

農業をしようと思ったきっかけは？

今回は，鈴峰地区の担い手として，兄妹で主に白ネギ栽培をされているお二人に，
お話を伺いました。

&

兄は５年目だけど，私は 1 年目で経験が
ない分，知識を増やさないと失敗するの
が怖いということもあって，色々調べて
慎重にやっていますが，兄や，周りにア
ドバイスしてくれる人がいるので助かっ
ています。

亜里沙の畑は，ほんまに美しい！僕の畑
も 1 年目は美しかったんだけど（笑）年
数重ねてきて，要領がわかってきたんで。
ネギは丈夫やで，ちゃんと育つんです！

いや，基本別行動！やり方も考え方も
全く違うんで，一緒にやったら毎日喧
嘩になる（笑）お互いアドバイスはし
あうけど，横に並んでいる畑の様子は
全く違うのが一目瞭然（笑）

亜里沙さんA

幸希さん

亜里沙さん

農業をやる前は普通のサラリーマンだっ
たんだけど，辞めて市内の農業法人に務
める同級生の所へ研修に行き，まずは小
松菜から始めてみたら？というアドバイ
スを受け，育てたものを出荷して，いざ
それが現金に変わったときに，おお
～っ！となったんです。それから本格的
に農業をするために，ネギ部会に入って
ネギ栽培のノウハウを身に着けました。

元々，父が植木屋だった事もあって，
小さい頃から当たり前のように手伝っ
ていたからかな。農業に対して抵抗は
なかった。途中いったん離れて全く違
うことをしていたけど，兄がすでに白
ネギを栽培しており，それを見て自分
もやってみようと。それで，どうせや
るなら本業にしたいなと思って青年等
就農計画の認定を取り，農地を借りて
やってます。 

A 幸希さんA

兄妹でどのように分担されている
のでしょうか。Q

Q

Q A

お二人A

A
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農業で苦労していることは？
舘　　幸希　さん
茶木　亜里沙さん長澤町

亜里沙さん

お二人の農地を拝見し，お話どおり栽培の仕方
が全く違うことがよくわかりましたが，お互い
同じ農業者として，切磋琢磨し，やればやった
だけ成果の出る農業を兄妹二人ともに楽しんで
されています。知識豊富で明るく頼もしい幸希
さん，農業 1年目の初々しさを醸し出しながらも，
人参栽培に失敗したことを糧に，来年はもっと
知識を得て，諦めずにまたリベンジする！と，
意気込みを語ってくれた亜里沙さん。若いお二
人の，農業に対する情熱が十二分に伝わってき
ました。ぜひこれからも頑張って，鈴鹿市の農
業の未来を引っ張っていってほしいです！

僕もない！農業は自由！自分で何するか
を決めてやったらいいから。でも，やっぱ
り天気と虫には苦労してますね。天気も
ここ最近おかしいので予想できないし，
ベテランの農業者の人も知らない新種の
虫が出てきている。あとは，資金繰りで
すかね。もっと規模拡大しようとか，楽し
ようと思うと，借金抱えないと出来ない。
もっと地盤固めてから考えようかなと。

苦労？ないかなぁ～不自由ないので。
でも，台風とか雪とか天気に左右され
るところと，あと虫と獣害・・・。今
年はシカの獣害で人参栽培に大失敗し
たし。あ，結構あるな（笑）

Q
A 幸希さんA

今後の目標，夢は？

亜里沙さん

この先，規模を増やしていく時に，最近
増えてきている周辺の放棄地を借りて活
用していければいいな。でもその前に，
新規就農する時に 5 年分の計画を立てて
いるので，まずはその通りにやって，そ
こに到達することが目標かな。大失敗の
人参も諦めずに再チャレンジしたい！大
きな夢とかの前に，右も左もわからない
ところから始めて，５年後には計画を達
成する。そこからが本当のスタートかな。

やってくからには，規模を拡大して新
しい設備を増やして法人化していくこ
と！今までは，失敗しても国からの補
助金に助けられてやってきたけど，期
限があるのでずっと頼っていられない。
今後はやり方を見直して効率を上げて，
年々 1反当たりの売上を確実に伸ばし
ていきたい！

Q
幸希さん AA
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　日本の農地は「農地法」によって守られており，農地の売買や貸し借り，農地を農地以
外にする（農地転用）には，必ず所定の手続きが必要です。
　今回第２弾は，よくいただくお問い合わせをご紹介します。

　農地法以外にも，農業振興地域の整備に関する法律（農振法）や都市計画法などの他
法令によって，建設等が規制される場合があります。他法令による許認可等が得られる
見通しがない場合は，農地転用の許可がされません。

農地に関する色々な手続

農地は次のとおり区分されています。
農振法

※許可には各種要件を満たす
　必要があります

ご存知
ですか？

第２弾

A

Q

農地を農地以外に転用するには，農地法の手続が必要です。
まずは，その農地が転用できるかどうかを確認しなければなりません。
所在地をお知らせいただければ，農業委員会事務局でお調べします。

農地に家を建てようと思うのですが，可能ですか？

市街化調整区域

農用地区域農業振興地域

市街化
区域

農用地区域内の農地は
原則として転用ができ
ません

市街化区域の農地
は，あらかじめ農
業委員会に届出を
すれば転用許可は
必要ありません

農地は転用許可申
請が必要です
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※調査の結果，市街化調整区域内の荒廃農地の所有者等に対して，農地の利用意向調査  
　を送付しています。調査書が届いた方は必ず提出いただきますようお願いします。

　農地を適切に管理しないまま放置すると，雑草の繁茂や病害虫の発生，有
害鳥獣の侵入・繁殖，ゴミの不法投棄や火災の原因になり、周辺の農地はも
とより，生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
　定期的な草刈り等の適正な管理をお願いします。

　７月～８月にかけて，市内全23地区の地
区委員会が中心となり，農地の利用状況調査，
農地パトロールを実施しました。
　調査の目的は，農地の無断転用や耕作放棄
地（荒廃農地）の発生防止・解消に向けての
取り組みを行い，農地を守っていくことです。
　農業委員会では，農地法の規定に基づき，
毎年，この現地調査を行い，早期発見・是正
指導に努めています。

農地利用状況調査（荒廃農地調査）を実施しました

農業委員会活動報告

美しい農地を守るためにご協力お願いします。美しい農地を守るためにご協力お願いします。
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コンバインやトラクターなどについた土は、
道路に出る前に、ほ場内で取り除き、道路へ
落とさないようにしましょう。
　
道路に落ちた泥や土のかたまりは，道路を汚
すだけでなく，歩行者や自転車の通行の妨げ
になり，車の走行においても大変危険です。

「農業者年金」「農業者年金」に加入しませんか

●農作業後の道路への落土について

暖房は20℃に設定しましょう！ 

◎ポイント①　農業者の方なら広く加入できます
◎ポイント②　積み立て方式・確定拠出型で少子高齢化時代に強い制度です
◎ポイント③　保険料の額（月額2万円から6万7千円）は自由に決められます
◎ポイント④　終身年金で，80歳前に亡くなられた場合は，死亡一時金が
　　　　　　　あります
◎ポイント⑤　税制面の優遇措置があります（支払った保険料全額が社会保
　　　　　　　険料控除対象）
◎ポイント⑥　一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助があります
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　★詳しくは農業委員会事務局又はＪＡまで

「全国農業新聞」を読みましょう。
◎農家のための農業経営や最新情報を発信して
　います。
◎発行日は毎週金曜日（月4回）
◎購読料は1ヶ月 700円（送料込み）

★お申込みは農業委員会事務局まで
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