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陽春の候︑皆々様におかれましては︑ますますご健勝のこととお喜び申し上げます︒
また︑日頃より本市農業委員会活動に対しまして︑ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上
げます︒
昨年の農業を取り巻く状況を振り返りますと︑9月に関東地方から東北地方を襲った記
録的な豪雨では︑各地で河川の氾濫による甚大な被害が発生しました︒下野市においても
市内各地において︑農地への越水により圃場や農作物︑農業用施設が多数被害を受けたこ
とは衝撃的な出来事でした︒
年末には︑長年交渉を重ねてきたＴＰＰ︵環太平洋戦略的経済連携協定︶も大筋合意に
達し︑多くの関税撤廃に加え︑重要品目でも大幅な関税削減がなされたことは︑国内農業
に大きな打撃を与えるのではないかと危惧されるところであります︒国には︑影響を最小
限に抑え農業者が安心して農業経営を継続できるよう十分な対策を実施してもらいたいと
思います︒
一方︑農業委員会に関しては︑農業委員の公選制が廃止され首長による選任制となるな
ど農業委員の選出方法の変更や︑農地利用最適化推進委員の創設︑農業委員会ネットワー
ク機構の設置など抜本的な制度改正が行われ︑組織の在り方が大きく変わることとなりま
した︒これらが実効性のある制度として確立するためには︑組織の円滑な運営や制度の的
確な運用が必要であると考えます︒
これからも︑農業委員会は︑農業者の代表として地域の農業者を支え︑地域に根差した
活動をしてまいりますので︑皆様方のより一層のご指導とご協力を賜りますよう︑よろし
くお願い申し上げます︒

☆市街化区域内の農地転用届出は随時受付しております。
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許可申請等受付はお早めにお願いします

農地の権利移動及び市街化調整区域の農地転用には許可が必要です。その他総会の承認を得ないと交付
できない証明もありますので、注意してください。
日程については、下記の表を参考にしてお早めに農業委員・農業委員会事務局までご相談願います。

●総会等の日程

平成28年4月

11日（月）

25日（月）

平成28年10月

11日（火）

25日（火）

5月

10日（火）

25日（水）

11月

10日（木）

25日（金）

6月

10日（金）

24日（金）

12月

12日（月）

22日（木）

7月

11日（月）

25日（月）

平成29年 1月

10日（火）

25日（水）

8月

10日（水）

25日（木）

2月

10日（金）

24日（金）

9月

12日（月）

26日（月）

3月

10日（金）

24日（金）
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平成
27年度

栃木県農業士・名誉農業士 認証式が行われました
認定おめでとうございます。
平成28年1月12日、栃木県公館で「平成27年度栃木県農
業士・名誉農業士認証式」が行われ、下野市からは、髙山幸
子氏、石嶋元朝氏、増山貴明氏の3名の方が県知事より認定
を受けました。

石嶋さん夫婦

髙山さん夫婦

増山さん夫婦

○栃木県名誉農業士
○栃木県農業士
○栃木県農業士

髙山幸子氏
石嶋元朝氏
増山貴明氏

名誉農業士に認定された髙山幸子氏は、平成11年度に農業士として認定されて以来16年の長きにわたり
女性農業士として活躍され地域農業の振興に多大なる功績を残されました。農業士に認定された石嶋元朝氏
と増山貴明氏は、ともに、いちごを中心とした水稲との複合経営を営んでおり、新技術や新品種の導入など
積極的に取り入れ、また地域後継者のリーダーとして人望も厚く、青年農業者の育成指導を行う農業経営者
として認められ認定されました。

栃木県担い手育成総合支援協議会会長賞受賞
11月19日に開催された、平成27年度栃木県農業担い手躍
進大会において、認定農業者の小松大起氏が栃木県担い手総
合支援協議会会長賞（最優秀賞・栃木県知事賞）を受賞しま
した。
小松大起氏は、平成22年に第３者農業経営継承者として農
業に新規参入、米麦と施設野菜（なす）を中心に経営を行い、
農業の振興や活性化に寄与しているほか、意欲と能力のある
優良な担い手として、地域農業への貢献が評価されました。

吉田 力雄 氏

平成 年度市政功労者表彰

去る１月８日﹁下野市市政功労者表彰式﹂がグ
リムの森・グリムの舘で開催され︑前農業委員の
吉田力雄氏が功労表彰を受賞されました︒吉田氏
は︑旧国分寺町で農業
委員会長等を歴任され︑
合併後も農業委員とし
て農業振興にご尽力を
いただきました︒

伊沢 隆一 氏

年度市感謝状贈呈

髙山 弘 氏

平成

川井 明 氏

農業委員を2期6年にわたり務められ9月３日
で任期満了となりました川井明氏︑大橋一男氏︑
伊沢隆一氏︑髙山弘氏の4名の方に広瀬市長より
感謝状が贈呈されました︒在職中は農業委員会運
営及び農業振興にご尽力をいただきありがとうご
ざいました︒

大橋 一男 氏

27

小松 大起 氏
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特産品の 商品化をめざし 第７回開発商品発表会・試食会が行われました
市地域特産物商品化開発研究会による第 7 回「開発商品発表会・試食会」が２月１８日に開催されました。
今回の発表会では、惣菜加工部会から、
『むらさき花まんじゅう』と『かんぴょう入り餃子まんじゅう』
が、菓子部会からは、里芋をテーマに『里芋ときな粉のマフィン』と『里芋と生姜の焼き菓子』『里芋
の揚げだんご』がそれぞれ発表されました。材料はすべて下野市産のものを利用し、１年間研究、工
夫を重ねた商品です。各部会の方から材料や作り方、工
夫した点などの説明を受け試食会が行われました。試食
会では、広瀬市長はじめ高田農業委員会長など 10 人の方
が審査員を務め、アイディアあふれる商品を一品一品試
食しました。審査員からは、
「里芋の食感がよかった」、
「む
らさき花まんじゅうの色と形のバランスがよかった」、
「全
体的にもう少し工夫すれば商品化できそう」など様々な
意見が出されました。商品化に向け楽しみです。

平成27年度 女性農業委員研修会開催
12月９日栃木県自治会館にて、とちぎ女性農業委員の会主催の女
性農業委員総会及び研修会が開催されました。研修会では月刊誌
「農業経営者」編集長、昆吉則氏を招
き、飽食の時代を生きる農業者と消費者
について講演を受けました。氏は農作物
の生産と消費を一体となって考え、生産
者も消費者の目線を養うことが重要だと
話されました。
その後行なわれた意見交換会で農村で
は後継者不足が深刻で、地域の担い手の高齢化が進んでいる中、農業委員とし
て農地の許認可だけでなく地域の諸問題の相談窓口として、女性農業者の立場
から地域社会への貢献が今後も重要な役割を担っていくことが確認され、会は
意見交換会
盛況のなか閉幕しました。

家族経営協定を結びませんか？
家族経営協定は、女性や農業後継者等が農業経営において、意欲とやり甲斐の持てる農業経営を目指
し、経営方針や家族一人ひとりの役割分担を明らかにし、家族みんなが働きやすい労働条件などについ
て、家族間の話し合いに基づいて取り決める「家族経
営の為のルール」です。
農業に従事する配偶者や後継者も、一般企業に勤め
る方と同じように決まった日の給料や休日の取得な
ど、「農業が魅力的でやり甲斐のあるもの」にするた
めに、形式にこだわらず家族みんなで話し合いをしな
がら、あなたの農業経営にピッタリな家族経営協定に
ついて考えてみませんか?
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プ
ストッ農地 農地パトロールを実施しました！
遊休
農業委員会では、今年度も10月27日から30日にかけて遊休農地等
の調査を行いました。
パトロールは、農業委員会が農政課、農業公社の協力のもと実施して
います。調査で「遊休農地」及び「遊休化の恐れのある農地」を把握し
た場合、その土地の所有者へ改善の依頼通知とともに、今後農地をどの
ように管理していきたいか回答し
てもらう意向調査アンケートを実
施しています。
高齢など何らかの理由で農地を
適切に管理できない方には、農地中間管理機構に貸し付ける、農
地利用集積円滑化事業等により受け手を探してもらうなど、所有
者等の意向に合わせて関係機関等と連携し利用調整を行っていま
すので、農業委員会事務局または、お近くの農業委員にご相談く
ださい。

青色申告会に入会し農業経営の合理化を図りましょう
下野市農業青色申告会は農業経営を営む農家で構成し、適正
な納税を行い、農業経営の改善を図ることを目的とした会です。
毎年、各種研修会等も開催していますので是非ご加入ください。

平成27年度に実施した研修会等
6月26日
8月20日
8月20日
12月10日
1月5日
2月4日
2月9日
3月2日〜4日
3月18日

給与所得の所得税徴収高・計算書提出会
パソコン研修会（第１回）
パソコン研修会（第２回）
年末調整研修会（講師：税理士）
給与所得の所得税徴収高・計算書提出会
決算・確定申告研修会（講師：県農業会議）
パソコン研修会（講師：ソリマチ）
確定申告作成指導会（講師：税理士）
消費税申告書作成提出会（講師：税理士）

相続等によって農地の権利を取得したときは
「農業委員会への届け出」が必要です！
！
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地の
ある市町村の農業委員会にその旨の届出をする必要があります。
「届出書」は農業委員会事務局もしくは市のホームページにあります。ご不明な点や詳細につきまし
ては、農業委員会事務局までお問い合わせください。
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詳しくは

農業委員会事務局・お近くの JA、または
農業者年金基金にお問い合せください。

下野市農業委員会事務局 ☎48‐2116
JA うつのみや南河内支所 ☎48‐2211
JA おやま石橋支店
☎53‐1344
JA おやま国分寺支店
☎44‐1115
農業者年金基金 ☎03‐3502‐3199

編 集 後 記

4月から改正﹁農業委員会等に関
する法律﹂が施行される︒
これに伴い全国では4月から新
組織での農業委員会になるところ
が 数 多 く あ る︒し か し︑下 野 市 は 農
業委員の改選が平成 年9月であ
るため︑それまでは今のままである︒
農業就業者数は年々減少してい
る︒担 い 手 の 育 成 と 確 保︑担 い 手 へ
の農地の集積と集約化︑耕作放棄地
の発生防止と解消など重要な課題
がある︒
新組織が課題に的確に対応でき
るよう今から準備に取り掛かり︑万
全を期したいと思う︒
農業委員会事務局
30

農地を守り、担い手を応援する専門情報紙

旬の情報で経営を支援！
この国の農と食を伝えます

購読料／月700円
（送料、消費税込）

毎週

金曜

普及推進月間／平成28年９月〜11月

日

発行

