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農業委員会新体制スタート！ 新会長挨拶
農家の皆様方には日頃より、農業委員会活動にご協力いただき厚く御礼

申し上げます。
７月から新しい農業委員会制度の下で、農業委員の改選の時を迎え、農
業委員１１名、新設された農地利用最適化推進委員１０名が任命され
ました。
農地利用最適化推進委員は、農業の健全な発展に寄与することを目的と
し、農地の集積、遊休農地の発生防止と解消、新規参入の促進など農地
利用の効率化、高度化を促進するとされます。本市では農業委員と共に農
地の利用最適化に係っていきます。
碧南市は温暖な気候と良質な土壌、豊かな水に恵まれ、生産性の高い農
業が行われています。地域農業を担う認定農業者は、１７０名を数え、若
い農業者も安定して就農されております。また、地域に適して生産された農産
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物は産直はもとより市場でも高く評価されております。これは元気な碧南市の農業の証であると
思っております。
今後とも活力のある碧南市の農業の発展のために、委員の皆様と共に農業委員会活動に努め
てまいります。皆様のご指導、ご協力をお願い申しあげます。

地区 町名 委員氏名

新川
六軒町 市古 昭子

田尻町 金子 さか江

大浜

音羽町 加藤 浩孝

前浜町 黒田 実

築山町 角谷 正子

川口町 長谷部 実

棚尾 志貴町 多田 育男

旭
霞浦町 金原 敏治

二本木町 藤浦 利吉

西端
荒居町 神谷 昌明

吹上町 鳥居 勝行

地区 町名 委員氏名

新川 東山町 石川 清勝

大浜

西浜町 磯貝 孝弘

川口町 下島 良一

宮 町 角谷 和敏

棚尾
源氏町 永坂 邦男

若宮町 三島 孝二

旭
鴻島町 石橋 鈴子

神有町 藤関 弘之

西端
坂口町 杉浦 孝明

三度山町 原田 孝司

氏名は５０音順（任期）平成２９年７月２０日～平成３２年７月１９日
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碧南市農業委員会
加藤 浩孝 会長
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平成２８年度は、８名の方が新規就農されま
した。２月の新規就農者激励会にて、市長や小
澤前会長をはじめ多くの方々より盛大にお祝いさ
れました。将来の碧南の農業を担う皆様の今後の
ご活躍を期待しております。地域の皆様よろしくお
願いします。

フレッシュ！新規就農者
2017年２月９日 衣浦港湾会館にて

【質問】
①主な作物は？
②趣味や興味のあることは？
③農業について感じることは？
④将来の夢は？
(写真下)地域の皆さんへ一言！

１ にんじん、たまねぎ
２ おでかけ
３ 手作業が多いので、

もっと機械でできるよう
にしたい

４ 規模拡大

１ にんじん、たまねぎ
とうもろこし

２ つり、子どもと遊ぶ
３ 同じ作物でも、品種や
気候、栽培条件によって、
少しずつ違うので、良い物
を作るために、毎年勉強
だなと思っている

４ 子どもと
キャッチボールしたい

農業委員の主な役割
農地の売買や転用には、原則、農業委員会の許可が必要です。農業委員は、農業委員会にて、農地の権利
移動等が法律の定める要件を満たしているか審議を行います。
また、農地利用最適化推進委員と協力し、農地パトロールを行い、耕作放棄地や違反転用の早期発見と是
正指導を行います。

農地利用最適化推進委員の主な役割
担当区域内において、農地の売手や貸手と担い手（買手・借手）を仲介し、農地の集積・集約化を進める活
動や耕作放棄地の発生防止と解消に向けた現場活動を、農業委員と協力して行います。

農業委員会の新体制について
碧南市農業委員会では、７月２０日から新体制に
なりました。
これまで、農業委員２２名体制で運営していましたが、
新体制から農地利用最適化推進委員が新設され、
農業委員１１名、農地利用最適化推進委員１０名
の計２１名体制で運営していきます。

［大浜地区］ ［大浜地区］



少子高齢時代を先取りした積立方式の年金です

公的年金ならではの税制上の優遇措置があります

終身年金です。仮に８０歳前に亡くなられた場合でも８０歳までの分は保証付きです

認定農業者など一定の要件を満たす方には保険料の国庫補助があります
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安心して入れる

メリットの大きい年金です！
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１ 米、麦、大豆、
イチゴ

２ 居合道、カメラ
３ 若手不足
４ 継続可能な農業

経営のモデルになる

１ にんじん、たまねぎ、
とうもろこし

２ ゲーム、写真撮影
３ 農業歴３年ですが、

より多くの知識、経験、
努力を積み重ねたい

４ 農業を継ぎ、より新鮮
な作物を作る

１ トマト、にんじん
２ つり
３ やりがいがある

良い物を収穫できた時
の喜びがある

４ 後継者が、農業っていいな、
夢があるなって思えるような
農業経営をしたい

１ にんじん、たまねぎ、
トウモロコシ、花の苗、
野菜の苗

２ 野菜作り
３ やりがいがある仕事
４ 金持ち

１ にんじん、たまねぎ
２ 特になし
３ 特になし
４ 特になし

１ にんじん、たまねぎ、
トウモロコシ、
大根 etc…

２ 特にないです
３ 難しいです
４ 一人前の農家に

なることです

［大浜地区］

［大浜地区］

［棚尾地区］

［棚尾地区］［大浜地区］

［西端地区］



農地パトロールを行いました
農業委員会では、毎年８月～１０月にかけて農地パ
トロールを実施しています。
市内の農振農用地を中心に、違反転用や遊休農地
の調査をしています。該当農地には、所有者に対して指
導文書を送付すると共に聞き取り等を行い、改善に向け
ての指導を行っております。
農家の皆様におかれましては、適切な農地管理をお願
いします。

平成29年度 要指導農地面積（㎡）
新川・西端地区 ２３,０４１
旭 地区 １０,２６４

大浜・棚尾地区 １５,１１４
合計 ４８,４１９

平成28年度 要指導農地面積（㎡）
新川・西端地区 ２１,２２４
旭 地区 １５,６３８

大浜・棚尾地区 １６,１４６
合計 ５３,００８

賃借料情報 農業委員会では農地の賃借料情報の提供をしています。
昨年度の状況は下記のとおりです。農地の貸借価格の参考にしてく
ださい。

農地 最低価格 最高価格 平均額 件数
田 10,000円 16,000円 12,200円 406件
畑 10,000円 30,000円 19,900円 237件

※平均額は、１００円単位で四捨五入。平均値±（平均値×７割）を超えるものは
除く。使用貸借、ハウス等は除く。

編集後記 第9回編集委員会

神谷昌明 （委員長）

金子さか江（新川）

磯貝孝弘 （大浜）

黒田 実 （大浜）

石橋鈴子 （旭）

藤浦利吉 （旭）

杉浦孝明 （西端）
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平成28年度中の利用権設定
10アールあたりの賃貸借実勢価格

ちょうど今、テレビで中日の森野選手の引退試合の模様が流れていました。
思えば今年は、浅田真央さんなど多くの方々が引退されましたね。
我々の農業という職業では、若い年齢で引退を考えるということはありませ
ん。それゆえに、今年７月の九州北部豪雨によって、やむなく
農業の廃業を考えざるをえないというニュースを見ますと、
とてもやるせない気持ちになります。
自然の力を一番良く知っているのは我々農家だと
思います。当たり前に農業がやれる幸せを日々
かみしめながら、共に頑張っていきましょう。（磯貝）


