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みやぎアグリレディス２１通常総会・研修会
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議会産業経済常任委員会との意見交換

 ᭀ྇ূࡅסΰᭀැ᧨܊͋סଙͪ˫ݎᙨጓΦ͙̈́Їᭀ྇శݮΝ˫̾Ι̱Їࡤ᷈ΰᦒႁΦ
߾͙Ιౘ͋֩ГͥЊϟͪ΄ˮ
˦ϟ͵˫അ̱ΰṙὭ͋ކ᭸Ϣᗔᚏէ᪳͋ᄄͪކܨΙ̱Їࡤ᷈ΦΑ̱Ι˫࣓̇नΰືדϳڃݘ
ዤीНͱٵЇᥴ̭͋ЇΰΜδΣ̱͈̋ϳ̇ᭀ྇ΰྑͪͥԯϳЄ̱͋НౝͮΙϬЁ̸֙͋᯽
ᥴ̋˫̇ਾชᖼࢅΰᭀਾΜ̭Њ˫ພົδסᑊΝ߹ͮϽ̸Φ˫ᯁզԯᗔᚏНᛍΙЇΝ̸̱͞Ν͋
ᤏГЊЇϐ͍ΜδΣ̱͈̋Ν̸̱ౘ͋ͥ܊Њϟͪ΄ˮϟ΄˫̇ᭀᚏΦͪΙ˫ጓΰ૽ݎ
ขᦪΰܞጉНߩᛣΦͱЇΣΠΰ൴НͪΙϗ̱ͪ̋Νΰᥴຕ͋ᭀ྇ূࡅ͈Ёͥ܊Њϟͪ΄ˮ
˦;ΰׂΦϬ˫ᚕාངࣤΰࡤ᷈ϳᭀലᭀጉࣤޕ
ऑΰᎼͪНᤏ̸ϐ͍ΜδΣ̱͈ΝΰౘϬͥ܊
Њϟͪ΄ˮ˦
˦̱͵Њΰࡤ᷈Ϭ͈ܯЁᦗГЊΙ͍΄֙Μͱ͋˫
ພ᎐ΣᦒႁΦᜳΐΙ̱ϟͷРˮᭀ྇Нထխ
Ϗ⒋Νᚍ̾΄˫ාᙙͷ͵߾͍ߵ̸ϐ͍ࡤ᷈·Ν
ౝͮϟͪ΄ˮ
ߗຮⓔᭀ྇ূࡅ˦ຫ˦ຯ˦ั˦ਪ

Ĵ

アグリレディースカフェ2021

開店

˦ণ௳ᭀ྇ূࡅ͋նௐΝΣЄ˫ⓋⓍฒ⒞ປ⒠ΦⒷฒᴄਯ
ΰ̇вћԉԐҠдԴѶьӊпⒻ⒴ⒻⒷ̋Н᳑ͪϟͪ΄ˮ
ֻࣇδ˫ণ௳Φᴄਯͷ͵˫ᭀ྇НࢅϟЊΙ̱Ї˫ݎᙨጓ
ΰṿНᎈԯᎈذНͪΙ̱Ї˴ΦᴾϟΐΙ̱΄·͍˫
๏၈ౝͮΙ̱Ї֙ϳ˫ᭊΦ᪬͍Ι̱Їࡤ᷈ΦΑ̱Ιၤྑ
Φ̈́ᧇͪΙ̱΄·͍ϟͪ΄ˮ
˦ЄРͣΝиҎѴїН༐खͪΙ̱ЇૹॿᮻͥРδ˫Ⓡထ
ጆ྇ΝͪΙиҎѴїΰ૽ݎΦബೈͪ΄̱͋˫ᰁᶁΜబР
Μ̱Ї̈́ᧇН˫Ｕ҇ԴԣᭀНͪ΄ି߰ැͥذРδ˫ᭀ྇ᖼࢅΰٱЁ˫ᭀຯࣤऑΰ͙̈́ݑᴝ
̇ӑԇӃԇӞ̋НᓎΊե͜ΙͪݥΙ̱Ї̈́ᧇН˫ࣤऑ̈́ͪ͞ޥᴝࡅΜߪᄼ܊ΰླྀੀͥ
Рδ˫ߪᄼ͈ЁΰᦉڰΦແࣤއִ͋ၤΜ˫ᖘⓂܽΰ͋ແࣤއНᦩЊΙ̱Ї͞Ν͈Ё˫
ϽЄ᳛ௐНദΐΙϬЁ̸΄Ϫ˫┞┐┞ΜݎᙨጓΦΑ̱ΙశधᎈذНͪΙ̱Ї̈́ᧇΣΠНͪΙ̱
΄·͍ϟͪ΄ˮ
˦ϟ΄˫ࣤऑᷤຮН؇ΐ΄̈́୲சΣΠН൫ؕНͪΙ̱ЇᵹປਪਉͥРΝ˫ֻଲⒷ͈ЁԻ߀ћ
ԉԴԣΰᑊΦ΄ͪוᎽᆕᐸᙨͥР͈Ёδ˫ࣤऑᭀ྇ΰበΣΠН֩̾΄̈́ᧇН̈́ᚧ͍ͱЇ
ΣΠͪΙ˫ॽ९ຌౘᙱΣಡ᧫͋ᗕ͍̭ΐΝ̸̱᳕Φΰ᳕ΝΣЄϟͪ΄ˮ

担い手問題について次のような意見がありました。
◆担い手不足を会社にたとえた場合、定年退職する
時に、自分の仕事を引き継ぐ部下が居ないという
状況だと思います。担い手となる後継者などに対
しては、仕事の内容や段取りなどをきちんと説明し、
引き継いでいく事が必要だと思います。
◆SNSを活用して都会暮らしをしている農家の
後継ぎなどに向け、
「農業で生計を立てながら、
親孝行もできる」などと、田舎暮らしの良さに
ついて情報発信をしています。そして、この情
報がきっかけになり、田舎に戻って農業を引き
継いでくれればと思いこのような活動をして
います。
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息子の暖眞くんは、トラクターやコンバイ
ンなど農業機械が大好きで、農繁期には、お
父さんのとなりが指定席になるそうです。
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農地の権利移動・設定・転用等の状況
（令和３年３月～８月）
項

目

事由

件数

売買

6

16,595

贈与

5

56,774

4

11,862

15

85,231

賃貸借の解約（農地法第 18 条通知） 14

62,181

所有権移転（売買） 14

76,740

農地として
利用権設定（賃貸借） 50
利用するた

491,367

農 地 と し て 所有権
利用するた 移 転
め の 移 動

農 地 法 賃貸借権の設定
第 3 条許可
合

め の 移 動 利用権設定（使用貸借）

2

農用地利用
農地中間管理事業
集 積 計 画
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488,678

計 106 1,066,173
4

2,630

農地法第 4・ ５条権利移転を伴う転用
5 条 許 可

9

5,719

13

8,349

合

؞؞

9,388

４条自己転用

農地の転用

Ķ

計

面積（㎡）

農地パトロールを行いました
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農業者の未来を支える農業者年金
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加美町農業委員会事務局
☎0229-67-5411
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問い合わせは農業委員会、お近くのJA加美よつばまで
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