
P-5

平成24年度「石狩市農業委員視察研修」報告

農業委員会で決まったことをお知らせします

平成２４年度　石狩市農業委員会総会開催予定

新しい農業委員を紹介します

石狩市営牧野御料地牧場の和牛放牧風景 （写真提供：浜益支所地域振興課産業振興担当）

P-1.2　

P-3

P-4

～いしかり農業委員会だより～ 

第２８号 

 

平成２４年９月発行 

主な内容 



◆鹿追町ピュアモルトクラブハウス

　② 産業研修生受入事業
　　（産業研修生10名受入→酪農6名、畑作4名）
　　◆人的交流事業
　　◆農業研修
　　◆農畜産加工研修　等

　③ 各種交流会事業
　　◆北海道十勝農業青年との交流会
　　　（鹿追町・士幌町・上士幌町・音更町）
　　◆その他交流会事業
　　　・町内外女性と町内青年の交流会
　　　・夏祭り、クリスマスパーティー

ピュアモルトクラブハウス中庭

ピュアモルトクラブハウス内にて研修

女性研修生専用宿泊施設

◆帯広市農業技術センター

　① ０１農業塾
　　◆一般塾：町長、ＪＡ組合長、各関係機関にて
　　　　　　　農業を学ぶ
　　◆移動塾：道内、道外にて農業やその方向性を
　　　　　　　学ぶ
　　◆人間塾：人として人生を学ぶ

　鹿追町は、地域に根ざした経営者の育成を目指し、
町長、農協組合長、農業委員会会長、商工会会長、町
議会議長、教育長が委員となって、「鹿追町産業後継
者対策協議会」を作り、鹿追町産業後継者対策事業を
行っている。

食育展示試験ほ場（小学生の農業体験・見学等受入）

　帯広市農業技術センターは、生産現場の
声を迅速に取り入れ、農協、普及センター
等の関係機関と連携した円滑な施策の展開
を図るため、帯広市に平成７年に開設され
た。

　センターでは、認定農業者を核とした担
い手の育成、営農技術情報の提供、研修会
の開催、環境に配慮した農業の推進、畜産
振興対策、食の安全・安心対策等を総合的
に実施している。
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◆ＪＡめむろファーマーズマーケット「愛菜屋」

　１９９４年に６戸の農家から始めた無人直売所が、
現在では１０３戸の生産者が野菜や加工品など４００
品目を販売し、人気直売所に成長している。
　また、直売所には「ＪＡめむろ農畜産物加工調理体
験施設」も備わっていて、煮物、蒸し物のほかパン・
ケーキ、豆腐、味噌、ソーセージなどを作る機械を備
えており、地元の食材を使った料理や加工品の製造が
体験できる。

　また、農業技術、経営管理能力等の向上を目
的に、就農から５年程度経過し、今後経営主を
目指す農業者を対象とした塾（達人塾）、地域
のことをより身近に知る機会の提供や、より視
野を広げることを目的に、就農まもない後継者
を対象にした塾（元気塾）を開講している。

ファーマーズマーケット「愛菜屋」

店舗内部の様子　（営業は5月上旬～12月第1週まで）

　◆フレッシュベジタブル
　（貯蔵野菜以外は朝採り野菜をその日に出荷）
　◆安心安全を提供
　（栽培履歴の完備、残留農薬検査）
　◆バーコードによる個人売上管理
　（ＰＯＳシステムの導入）
　◆定時売上状況メール・ＦＡＸをシステム化
　◆電話・ＦＡＸによる受注販売
　（代金引換・郵便為替）
　◆地方発送
　（アスパラ・スイートコーン・馬鈴薯など）

【平成２３年度実績】

　◆営業日数･･････････････････････１４４日
　◆来客者数･･････････････１８８，５６７人
　　（一日平均････････････････１，３０９人）
　◆売上金額･･････２９３，７２２，８０５円
　　（一日平均････････２，０３９，７４２円）

【愛菜屋の特徴】

【従業員】

 　【業務とサービス】

　ＪＡ職員（2名）　パート職員（17名）

　◆人材育成(認定農業者、後継者、新規就農者の育成)

　◆研修(各種経営研修、JICA研修員の受入 等)

　◆農産振興(ｸﾘｰﾝ農業、高収益作物の導入推進 等)

　◆食の安全･安心推進(食育の推進 等)

　◆資金(各種制度資金、利子補給 等)

とかち農機具歴史館

　◆畜産振興(畜産加工研修ｾﾝﾀｰ・ｶｳﾍﾞﾙﾊｳｽの管理運営 等)

　◆その他(ﾊﾞｲｵﾏｽの利活用、新技術調査研究助成事業 等)

　◆情報提供(気象情報の収集と提供 等)

石狩市農業委員会では、平成24年7月2日～7月3日にかけて、

委員15名が参加し先進事例視察研修を行いました。 
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農業経営基盤強化促進法第13条の2第1項の規定によ  1件
現況証明願いについて  1件

 1件

第１２回　平成２４年５月２４日

 2件

農地法第4条の規定による許可申請について  1件

 1件

る買入協議要請について
農地法第3条第1項の規定による許可申請について

現況証明願いについて

第１４回　平成２４年７月２６日
 2件

農地法第3条第1項の規定による許可申請について  7件 特定農地貸付承認申請について
農業委員の辞任に伴う同意について

農用地利用集積計画案の決定について（所有権移転）

 3件

農用地利用集積計画案の決定について（利用権設定）

（賃借権）

 5件

 2件
（賃借権）
農用地利用集積計画案の決定について（所有権移転）  1件

農地法第18条第6項の規定による通知について  8件

 1件

（賃借権）

農地法第3条第1項の規定による許可申請について

農地法第18条第6項の規定による通知について
農地の転用事実に関する照会について（会長専決）  1件

農用地利用集積計画案の決定について（利用権設定）

平成23年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・
評価（案）及び平成24年度の目標及び達成に向けた活
動計画（案）について

農用地利用集積計画案の決定について（利用権設定）

農用地利用集積計画案の決定について（所有権移転）

（所有権）
農地法第3条第1項の規定による許可申請について

 4件

 1件

農地法第3条第1項の規定による許可申請について
（賃借権）
農用地利用集積計画案の決定について（所有権移転）

 1件

農用地利用集積計画案の決定について（利用権設定）

農地法第5条の規定による許可申請について

 1件

第１０回　平成２４年３月２９日

農地法第3条第1項の規定による許可申請について

12件

 3件

農業委員会事務局職員の任免について（会長専決）  1件

 1件

第１１回　平成２４年４月２４日

 1件

農用地利用集積計画案の決定について（利用権設定）農地法第18条第6項の規定による通知について  1件

 1件

24件

農業委員の辞任に伴う同意について石狩市農地利用集積円滑化事業に係る面的集積調整

農地法第18条第6項の規定による通知について 11件

 2件

 1件

見直しについて

農地法第18条第6項の規定による通知について  1件

 1件

農地法第5条の一時転用に係る事業完了報告について

 1件

第１３回　平成２４年６月２８日

 1件

 3件

 1件

（所有権）

 1件

農地法第3条第1項の規定による許可申請について

農業委員会委員選挙権有資格者の審査について

 1件

 1件

農用地利用集積計画案の決定について（利用権設定）  8件

農地法第3条第1項の規定による許可申請について  2件

農地法第18条第6項の規定による通知について

第９回　平成２４年２月２３日

会議の農業委員の選定について（会長専決）

第８回　平成２４年１月２７日

農地の転用事実に関する照会について（会長専決）  1件

 5件
（賃借権及び使用貸借による権利）

石狩市農業振興地域整備計画の変更について

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の（賃借権及び使用貸借による権利）

農地法第5条の一時転用に係る事業完了報告について

（会長専決）
農地法第3条第1項の規定による許可申請について  1件

農用地利用集積計画案の決定について（利用権設定）

第１５回　平成２４年８月３０日
農地の転用事実に関する照会について（会長専決）  2件  2件農用地利用集積計画案の決定について（所有権移転）

農用地利用集積計画案の決定について（利用権設定）  5件
現況証明願いについて

石狩市農業振興地域整備計画の変更について  1件
 1件
 1件

（所有権）
農地法第3条第1項の規定による許可申請について  1件

いて

（賃借権）

農地法第3条第2項第5号の規定による別段の面積につ
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独立行政法人 農業者年金基金HPから

「農業者年金」に加入しましょう！

第１６回

農業者年金は、農業者のための、安定した積み立て式の公的年金です。

平成２４年　９月２７日（木） 平成２４年　９月１０日（月）

第１７回

第１８回 平成２４年１１月２２日（木） 平成２４年１１月１２日（月）

総　会　開　催　日 各 種 申 請 書 提 出 期 限

【農業者年金のメリット】
　◆積み立て式で少子高齢化に強い
　◆年金は一生涯支給、80歳まで保証付き
　◆保険料の額は自由に決められます
　◆支払った保険料は全額社会保険料控除対象
　◆認定農業者などの担い手の方は、国から保険
　　料の補助が受けられます

【加入要件】
　●農業に年間60日以上従事
　●国民年金第1号被保険者
　●20歳以上60歳未満

　※農地を持っていない人、配偶者
　　や後継者でも加入できます。

詳しくは農業委員会事務局、ＪＡ窓口へお尋ね下さい。

※年金受給者の方が引っ越した時や亡くなった時は、届け出が必要になりますので、農業委員会
 　事務局までご連絡下さい。

平成２５年　３月２８日（木） 平成２５年　３月１１日（月）

平成２４年１０月２５日（木） 平成２４年１０月１０日（水）

第１９回 平成２４年１２月２１日（金） 平成２４年１２月１０日（月）

第２０回 平成２５年　１月２５日（金） 平成２５年　１月１０日（木）

　※４条、５条転用申請については、申請日から許可になるまでおおむね３ヶ月を要します。

　※現況証明願については、判定結果がでるまでおおむね２ヶ月を要します。

　※３条申請の許可及び利用集積の公告については、申請日からおおむね１ヶ月を要します。

第２１回 平成２５年　２月２８日（木） 平成２５年　２月１２日（火）

第２２回
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H24年3月就任

吉　田　宏　和
羽　立　欣　一
吉　井　重　正
村　上　勝　美

全国農業新聞HPから

　　◆毎週金曜日に発行
　　◆購読料は月額600円（年間7,200円）

　※購読の申込み手続きなど、詳しくは農業委員会事務局（電話72-3147）
　　 までお気軽にお問い合わせください。

収穫の秋です！

山 下 孝 夫 伊豆原 信 一

選任（農協）

聚富

　 全国農業新聞は、農業者の公的代表機関である農業委員会系統組織が
発行する週刊農業総合専門誌です。

～毎週金曜日にお届けします
　　　暮らしと経営に活きる情報～

美登位

　　全国農業新聞の購読について（お知らせ）

選任(農業共済組合)

H24年5月就任

　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員　　野 村 賢 一

　編集・発行　　石狩市農業委員会事務局
　　〒061-3292　石狩市花川北6条1丁目30-2　市役所3F
　　TEL　0133-72-3147　　FAX　0133-72-3540

 平成24年4月1日付けで人事異動がありました。

・事務局長
・主　　査
・主　　査
・主　　任

農業委員会事務局職員紹介

作業中の事故に
　注意しましょう！

農林水産省HPから

　久々の「ひだまり（２８号）」の発行となり
ました。今回は、７月に実施した鹿追・帯広・
芽室方面への農業委員視察研修をメインにふれ
てみました。

　鹿追の農業研修施設とその運営方法はかなり
参考になったようで、町を挙げて農業後継者の
育成に取り組んでいる姿勢は、まさに「百聞は
一見にしかず」だった。

　また、芽室のファーマーズマーケット「愛菜
屋」の来客数と売上高は、さすが帯広に隣接し
ているだけのことはあるものの、その品揃えの
多さは、農業王国「十勝」の底力に脱帽といっ
たところだろうか････。いやいや、ＪＡいしか
り「地物市場とれのさと」の今後に、大いに期
待しよう。
　
　さて、今年もいよいよ待ちに待った収穫期が
やってくる。くれぐれも作業中の事故に注意し、
実り多い秋を迎えよう。
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