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　農地パトロールは、地域の農地利用を総点検するもので、遊休農地
の実態把握と発生防止、違反転用の早期発見などを目的として、農業
委員会が毎年実施しています。
　本年度は８月29日から31日までの３日間、農業委員、農地利用最適
化推進委員および事務局職員で行いました。
　パトロールの結果、本年度も新たな遊休農地が確認されたことから、
遊休農地の所有者などに今後の利用の意向を確認し、農地のあっせん
や指導に努め、引き続き解消に向けた取り組みを進めていきます。

■農地パトロールを実施しました

遊休農地を増やさないために

■農地を遊休化させないために

　農地がいったん遊休化すると、耕作可能な農地への復旧には多大
な投資と労力を必要とします。また、景観の悪化や病害虫の発生な
ど付近の農地にも悪影響を及ぼします。さらに、場合によっては固
定資産税の課税が強化されることもあります（評価額が1.8倍）。
　高齢や労力不足などで自ら耕作できない場合は、農地の売却や農
地中間管理事業による貸し付けの活用などをご検討ください。
　その際は、各地区の農業委員や農地利用最適化推進委員、農業委
員会事務局が相談に応じますので、気軽にお問い合わせください。 ▲遊休農地パトロールの様子

■「男子力レベルアップセミナー」を開催

　若手農業者の資質向上を目指し、９月から10月にかけてコミュニ
ケーション力アップセミナーなど全３回開催しました。各回ごとに
約10人の男性が参加し、自己の研さんに努めました。
　今後も、農業後継者対策としてさまざまな取り組みを展開してい
きます。

農業後継者対策の新たな取り組み

永年勤続委員として表彰されました
　永年勤続委員の表彰は、長きにわたり地域農業の
発展と農業者の生活向上のために農業委員会活動に
尽力した農業委員および農地利用最適化推進委員へ、
上十三地区農業委員会連絡協議会から贈られます。
　本年度は、本市農業委員会の野崎さち子農業委員
が表彰されました。

背、にきとるなに員委業農「 ◀
中を押してくれた夫に感謝の
気持ちでいっぱいです。これ
からも頑張っていきたいで
す」と感謝と今後の抱負を語
る野崎農業委員

の身出市本てしと師講、はに目回１第 ▲
フリーアナウンサー、上明戸華恵さん
をお招きし、コミュニケーション力
アップのこつを教えていただきました。

許可申請などの提出期限が
12月から変わります
変更前　毎月25日（休日の場合はその翌日）

の他のそ、日22は月４～２・月21 　後更変
月は25日（休日の場合はその翌日）

対象月 期限
12月 22日㈭
令和５年
１月 25日㈬

２月 22日㈬
３月 22日㈬
４月 24日㈪
５月 25日㈭

対象月 期限
６月 26日㈪
７月 25日㈫
８月 25日㈮
９月 25日㈪
10月 25日㈬
11月 27日㈪

限期出提 のでま月11年５和令らか月21●

農地法第３条～５条に係る
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農 地 情  報（令和４年11月現在）
　次の地域の農地について、受け手を募集しています。価格などの条件は交渉できる場合がありますので、希望す
る農家の人はご連絡ください。農地情報は市ホームページにも掲載しています。

№ 区分 希望地域 登記
地目

現況
地目

合計面積
（㎡）

10ａ当りの
希望価格

R ３－１ 売却 法量字尻貝下 ４筆　 田・畑 田・畑 6,594 要相談

R３－３ 貸付・売却

沢田字袖山 １筆　

田・畑 田・畑 7,229 要相談
沢田字種井沢 １筆　
沢田字樋口山 ２筆　
沢田字前谷地 １筆　

R３－５ 売却 大不動字岡沼 １筆　 畑 畑 7,616 20 万円

R３－６ 貸付・売却 相坂字高見 ２筆　 田 田 2,425 貸付　7,500 円
売却　20 万円

R３－７ 売却
沢田字大渡 ２筆　

田・畑 田・畑 3,153 10 万円～ 20 万円奥瀬字生内 １筆　
奥瀬字堰道 １筆　

R３－９ 貸付・売却 三本木字野崎 １筆　 田 田 3,258 貸付　１万円
売却　10 万円

R３－ 10 売却 三本木字野崎 ２筆　 田・原野 田 8,128 20 万円
R３－ 11 売却 三本木字下平 １筆　 田 田 856 20 万円
R３－ 12 売却 三本木字下平 ２筆　 田 田 807 20 万円

R３－ 13 貸付・売却 相坂字長漕 ２筆　 田 田 7,936 貸付　１万円
売却　20 万円

R３－ 18 貸付 相坂字高見 ３筆　 田 田 6,846 １俵相当の金額
または１俵（物納）

R３－ 20 売却 三本木字野崎 ３筆　 畑 畑 1,318 ２万円
R３－ 21 売却 相坂字長漕 ７筆　 田 田 23,113 20 万円～ 30 万円
R３－ 23 売却 三本木字野崎 １筆　 田 田 1,055 要相談
R３－ 24 売却 相坂字高清水 １筆　 田 田 6,260 20 万円

R４－５ 貸付・売却
三本木字北平 ２筆　 田・畑 田・畑

4,487 要相談
ひがしの一丁目 １筆　 田 田

R４－６ 売却 西二十一番町 ２筆　 田 田 2,439 要相談
R４－７ 売却 三本木字間遠地 １筆　 田 田 2,339 20 万円
R４－９ 売却 相坂字高清水 １筆　 田 田 2,961 要相談
R４－ 10 売却 相坂字高清水 ２筆　 田 田 5,845 要相談
R４－ 12 貸付 奥瀬字生内 ８筆　 田・畑 田・畑 24,955 5,000 円
R ４－ 13 貸付 米田字笹森沢 ４筆　 畑 畑 19,751 １万円

R４－ 14 貸付・売却 法量字山ノ下 ２筆　 田 田 1,707 貸付　1,000 円
売却　    要相談

R４－ 17 貸付・売却 洞内字沼田野 ２筆　 田 田 4,841 要相談

R４－ 18 貸付
元町西五丁目

４筆　 田 田 8,826 8,500 円
三本木字千歳森

R４－ 19 貸付 元町西五丁目 ２筆　 田 田 4,520 8,500 円
R ４－ 20 貸付 三本木字下平 ２筆　 畑 畑 7,533 １万円
R４－ 21 貸付 相坂字箕輪平 ３筆　 田・畑 田・畑 7,719 １万円
R４－ 22 売却 三本木字野崎 ２筆　 田 田 2,525 50 万円

受け手を募集しています

一人一人の農業を応援する

農 業 者 年 金

　詳しくは、独立行政法人農業者年金基金のホーム
ページをご覧ください。また、農業者年金の内容に
ついては、農業委員会やＪＡ、農業委員、農地利用
最適化推進委員へ気軽にご相談ください。

◀ ホームページ
はこちら


