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奥州市農業再生協議会発行 

令和４年度 第３号 令和４年 10月 26日発行 
今年度第３号となる担い手通信をお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

県南地域農業経営発展研修会のお知らせ 
農業経営上の課題解決、更なる経営発展に資することを目的として、農業経営発展研修会を３

回シリーズで開催します。        ※第１回（大規模経営）は９月２日に開催済 

興味のあるテーマに是非ご参加ください。  

 日 時 場 所 内 容 

第２回  

（経営 

継承） 

11月８日（火） 

13:30～16:00 

奥州地区合同庁舎 

３階 大会議室 

「(仮)後継者目線から見た経営継承について」 

ＨＳ経営コンサルティング株式会社  

代表取締役 本田茂氏 

第３回 

（法人 

化） 

12月 16日（金） 

13：30～16：00 

 （予定） 

奥州地区合同庁舎 

３階 大会議室 

中小企業診断士による講演及び 

農業者による法人化の事例発表 

（持続的な経営を行うための講演・実例紹介） 

 ※各回毎に事前にお申し込みください。 

〇お問合せ先 県南広域振興局農政部（細川） (電話：22-2842【直通】  FAX：22-6194) 

 

肥料等高騰に関する要望書について(報告) 
本年度開催した岩手県認定農業者組織連絡協議会の役員会における構成団方の方々からのご意見・ご提

言に基づき、過日９月８日に岩手県庁において、高橋会長（岩手県認定農業者組織連絡協議会）から農林

水産部長に、肥料等高騰に関する要望書を手交しました。 

  令和４年９月８日 

岩手県知事  

達増 拓也 様 

要望書 

肥料及び農業資材高騰に関する要望 

岩手県認定農業者組織連絡協議会 

 会長 髙橋 喜儀 

要 望 

世界情勢の変化、特にもロシアのウクライナへの侵攻に於ける鉱物資源の輸出規制や穀物流通の制約

により、輸入に頼る肥料及び飼料の高騰が続いている。 

秋の肥料や飼料価格は過去最高水準となる見通しで、昨年の米価下落に追い打ちを掛け、資材高騰に

より農業経営は益々厳しい状況に追い込まれている。 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に於いて、今年４月に従来の枠に加え「原油価

格・物価高騰対応分」として新たに１兆円の枠を創設し、各都道府県は既にこの交付金を活用し地域の

実情に合わせ 20都道府県が農業経営支援を打ち出しその予算を確保している。 

本県に於いても即急にご検討頂き、肥料及び農業資材高騰に伴う支援策を講ずることを強く要望する。 
 

○お問合せ先 一般社団法人岩手県農業会議（事務局：総務部） (電話：019-626-8545) 

奥州市担い手通信 

【原文転載】 
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農業用肥料高騰の影響を受けている農業者に、 

交付金を交付します 

市では、肥料費が高騰していることから、『新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金』を活用し、肥料高騰分の一部に交付金を交付します。 

■交付対象者 

個人の農業者、法人、集落営農組織のうち、令和４年に販売目的で農作物を栽培しており、引

き続き令和５年も継続する意思のある方で、令和３年分農業申告等の肥料費が１万円を超える

方。 

※集落営農組織に所属する方は一括で集落営農組織が申請することになりますが、個人でその

ほかの農作物を販売している場合は、個人でも申請することができます。 

■交付内容 

令和３年分農業申告等の肥料費額に応じて交付します。詳細は【助成額】をご覧ください。 

■申請方法 

法人及び集落営農組織、大規模農家の方には、９月末に申請書等を送付しました。送付がなか

った方は、各総合支所・農協に備え付ける申請書により申請してください。次頁【申請時の添付

書類】をご確認いただき、期限までに農政課まで提出してください。市ホームページからも申請

書をダウンロードできます。 

■申請期限 

令和５年１月 31日（火） 午後５時 

■その他 

  詳細は市ホームページをご覧いただくか、農政課までお問い合わせください。 

【助成額】 

階層 肥料費(円)※ 交付金の計算方法 

1 0  ～ 10,000 肥料費10,000円以下は対象外。 

2 10,001   ～ 100,000 肥料費に0.1を乗じ1,000円未満を切り捨てた額。 

3 100,001   ～ 1,000,000 肥料費に0.1を乗じ10,000円未満を切り捨てた額。 

4 1,000,001   ～ 10,000,000 肥料費に0.1を乗じ100,000円未満を切り捨てた額。 

5 10,000,001  ～  1,000,000円を上限に交付する。 

※肥料費の額について 

・個人農業者は、令和３年農業申告において計上してある肥料費の額 

・法人、集落営農組織は、決算書等に記載の肥料費の額 

・令和４年からの新規就農者は、令和４年の作付に要した肥料費 

 

☛次ページ「申請時の添付書類」をご覧ください 

市ホームページ 

 QRコード→ 
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【申請時の添付書類】 

 ①振込先の通帳の写し(口座番号、名義等を確認できる通帳表紙裏ページ等の写し 

 ②下記の表の区分に応じた添付書類 

区分 添付資料 

１ 個人農業者 
令和３年分収支内訳書(農業所得用)又は令和３年分所得税青色申

告決算書(農業所得用)の写し 

２ 
法人及び集落営農

組織 

いずれも肥料費の額を確認するための資料になります。団体名、

年度を確認するため冊子で提出願います。 

○法人は、令和４年４月１日以前で直近の「損益計算書」。 

○集落営農組織は、令和３年中又は令和３年度決算が確認できる

団体の「総会資料」及び構成員名簿（氏名・住所が記載されて

いるもの）。 

※決算科目で肥料費を他の経費と合わせて計上している場合は、

肥料費の額を証明する資料(領収書等) 

３ 
令和４年から新規

就農した農業者 

令和４年の作付に要した肥料費を証明する書類 

※継承による新規就農で営農面積に２割以上の増減がない場合

は、区分「１」の添付書類。 

４ 
営農面積が２割以

上増減した農業者 

○対象区分に応じ区分「１」又は「２」の添付資料。 

○営農面積の増減を証明する書類(小作契約書、売買契約書等の写

しなど) 
 

○お問合せ先  奥州市農林部農政課農産係 （電話：34-1583【直通】） 

 

 

日頃からの点検・整備を行って省エネに努めよう！ 
 燃油類の価格が高騰しています。日頃からの点検・整備を通じて燃油使用量の削減に努めまし 

ょう。 

【ハウス内の保温】 

暖房中のハウスの被覆面や隙間からの熱損失は非常に大きいので、保温性が高い被覆材の利用

や内張カーテンの展張などの多層被覆、破れや隙間を無くすことで気密性を高めましょう。 

 

【暖房機のメンテナンス】 

 付属の取扱説明書をよく読んで、適切な方法で定期的な点検や清掃を行いましょう。 

 

【農業機械の点検・整備】 

機械使用後は、洗浄や注油など日常の基本的な点検や整備を行うことで、燃費向上や稼動年数を

延ばすことが期待できます。 

 

○お問合せ先 奥州農業改良普及センター (電話：35-6741   FAX：35-6303) 
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５年度に「経営発展支援事業」の募集を行う予定です 
 経営発展支援事業は新規就農者が機械等の導入をする際に、国と都道府県から費用の補助を受

けることができる事業です。 

(1)対象者…新規就農者、親元就農し５年以内に経営を継承した者 

(2)補助対象事業費…機械や施設、家畜の導入、果樹や茶の改植、リース料など最大 1,000 万円

（国と県で最大 750万円を補助） 

 対象者の要件や対象経費、応募書類等の詳細については農林水産省のホームページ 

(https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/hatten.html）に掲載されている実施要綱及び

概要等をご覧ください。市での応募の受付期間は、市ホームページでお知らせする予定です。 

 ※国予算の動向等により、変更となる場合があります。 

○お問合せ先  奥州市農林部農政課農政係（電話：34-1582【直通】） 

  

農事組合法人を運営している皆様へお願い 
 農事組合法人の運営は、農業協同組合法（以下「農協法」といいます。）等の法令、定款やそ

の他の規約に基づいて行われます。法令等に基づいた手続が必要な主な事例は次のとおりです。 

主な事例 報告、届出等の書類 報告、届出等の期限等 

総会の開催 

事業報告書 

（農協法施行細則第 32条） 

総会開催後２週間以内に 

県南広域振興局農政部へ 

農地所有適格法人報告書 

（農地法第６条） 

事業年度終了後３月以内に 

奥州市農業委員会事務局へ 

定款の変更 
農事組合法人定款変更届 

（農協法第 72条の 29第 2項、施行細則第 15条） 

変更後２週間以内に 

県南広域振興局農政部へ 

代表理事の

選任・退任 

代表理事の選任・退任報告書 

（農協法施行細則第 31条） 

変更後２週間以内に 

県南広域振興局農政部へ 

法人設立 
農事組合法人成立届 

（農協法第 72条の 32第 4項、施行細則第 15条第 2項） 

設立後２週間以内に 

県南広域振興局農政部へ 

組織変更 
出資農事組合法人組織変更届 

（農協法第 73条の 10、施行細則第 15条の２） 

変更後遅滞なく 

県南広域振興局農政部へ 

合併 
農事組合法人合併届 

（農協法第 72条の 35第 3項、施行細則第 15条第 4項） 

合併後２週間以内に 

県南広域振興局農政部へ 

解散 
農事組合法人解散届 

（農協法第 72条の 34第 2項、施行細則第 15条第 3項） 

解散後２週間以内に 

県南広域振興局農政部へ 
 

○お問合せ先 

【農協法に係る報告等に関すること】 

  県南広域振興局農政部農政調整課 農地・団体指導チーム (電話：22-2841 Fax：22-6194) 

【農地所有適格法人報告書に関すること】 

  奥州市農業委員会事務局 農業振興係 (電話：34-1753 Fax：24-1992) 
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｢経営継承・発展支援事業｣の２次募集 
継承・発展支援事業は、中心経営体や認定農業者である先代から経営を継承した後継者に対

し、農業経営を発展させるための取り組みに必要な経費を最大 100万円（国と市が２分の１ずつ負

担）補助する事業です。 

 令和３年１月１日以降に経営を継承した人（法人含む）が対象ですが、青色申告を行っている

こと、「農業次世代人材投資事業（経営開始型）」に係る資金の交付を過去現在において受けて

いないこと等の要件があります。 

 対 象 者 の 要 件 や 対 象 経 費 、 応 募 書 類 等 の 詳 細 に つ い て は 市 ホ ー ム ペ ー ジ

(https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/53/56343.html)及び「経営継承・発展等支援事業補

助金事務局」のホームページ（https://keisyou-hatten.maff.go.jp/）に掲載されている公募要

領及び補助事業の手引き等をご覧ください。 

 なお応募を希望する方は市ホームページにある申請書等を令和４年 11月 10日（木）午後５時ま

でに市農政課までご提出下さい。 

 

〇お問合せ先  奥州市農林部農政課農政係（電話 34-1582【直通】） 

 

 

農地中間管理事業のご案内 
農地中間管理事業は、農地の貸借を行うための国の事業です。本県では、公益社団法人岩手県

農業公社が農地中間管理機構となっており、所有者から農地などをいったん借り受けて、さらに

担い手などの農業者へ貸し付けています。市では県農業公社から委託を受け、農地中間管理事業

の窓口業務を行っています。農地の貸借の要望がある際は、お気軽にご相談ください。 

１ 農地を貸したい場合 

  農政課又は各総合支所地域支援グループまでご相談ください。相談は随時受付します。 

また、農地を集約するため、他の農家の耕作地と自作地を交換したい場合もご相談ください。 

２ 農地を借りたい場合 

  農地中間管理事業を活用して農地を借りようとする場合、借受希望者の公募に応募する必要

があります。申込用紙は、市の窓口で準備している他、岩手県農業公社に直接申し込みするこ

とも可能です。 

■詳細は公益社団法人岩手県農業公社 岩手県農地中間管理機構ホームページをご覧ください。 

https://www.i-agri.or.jp/ 

☛農地中間管理事業の概要について 

トップページ→「農地を貸借・売買したい方」→「農地中間管理事業の概要」 

☛借受希望の申し込みについて（様式のダウンロード等） 

トップページ→｢農地を貸借・売買したい方｣→｢農用地等の借受け希望者募集【公募情報】｣ 

○お問合せ先 

奥州市農林部農政課農政係（電話：34-1582【直通】）または各総合支所地域支援グループ 
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令和４年度土づくり・施肥改善研修会について 
県では、農業者や指導者を対象に、施肥に係る知識習得や施肥技術のレベルアップを促し、施

肥改善の実践・指導ができる人材の育成を目的として研修会を開催します。 

 

１ 場所 岩手県農業研究センター ２階 大会議室 

２ 研修内容 

（１）「基礎」研修 

  ア 開催日時：令和４年 11月 11日（金） 13:30～16:30（受付 13:00～） 

  イ 受講内容：施肥、土づくりを実践する際に必要となる基礎的な知識の習得を目的とした

内容で、概ね「土壌医検定３級レベル」の内容 

（２）「専門」研修 

  ア 開催日時：令和４年 11月 18日（金） 13:30～16:30（受付 13:00～） 

  イ 受講内容：土づくり、施肥改善についてのアドバイスや指導に必要となる専門知識の習

得を目的とした内容で、概ね「土壌医検定２級レベル」の内容 

（３）処方箋作成者育成研修会 

  ア 開催日時：令和４年 11月 22日（火） 13:30～16:30（受付 13:00～） 

  イ 受講対象者：基礎及び専門研修を受講した農業者等（施肥、土づくりに関する基礎的な知識

を有する方） 

  ウ 受講内容：土壌診断に基づく処方箋（施肥設計）作成に必要な専門知識の習得を目的と

した内容 

３ 申込方法 

  研修会受講申請書に記載の上、下記へＦＡＸまたはメールにより申込願います。 

  ＦＡＸ番号 019-629-5664   E-mail AF0005@pref.iwate.jp 

４ 申込締切 

（１）基礎研修：令和４年 11月 1日（火） 

（２）専門研修：令和４年 11月８日（火） 

（３）処方箋作成者育成研修：令和４年 11月 11日（金） 

５ その他 

  研修詳細や申請書は、岩手県ホームページ（画面上方の「産業・雇用」内→農業→農業技術

情報→農作物の生産）を御参照ください。 

○お問合せ先 奥州農業改良普及センター (電話：35-6741   FAX：35-6303) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:AF0005@pref.iwate.jp
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農薬管理使用アドバイザーになってみませんか？ 
県では、農薬の安全で適正な使用を普及・推進するため、農薬を取り巻く状況や法律上の扱い 

等の基本的な知識を販売者や使用者に周知する機会を提供し、農薬の適正管理・安全使用に関し

て一定の知識を有する方を「農薬管理使用アドバイザー」として認定しています。 

 

１ 研修会の日時・場所 

 

 

２ お申込み・お問い合わせ 

受講には事前申し込みが必要です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○お問合せ先 奥州農業改良普及センター （齋藤） 電話：35-6741 FAX：35-6303 

 

 

 

 

 

 

★受講は無料ですが、テキスト代 2,500円が別途かかります。 

★申請書は岩手県の下記ホームページからダウンロードするか、奥州農業改良普及センター 

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/nougyou/nougyougijutsu/nouyaku/1007712.html 

（TEL 35-6741）にお問い合わせください。 

★申請書は、普及センターまで郵送するか直接持ち込みください。 

宛先：〒023-1111奥州市江刺大通り 7-13 奥州農業改良普及センター（齋藤）宛 

★申し込み締め切り：令和４年 11 月 30日（水）必着 

https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/nougyou/nougyougijutsu/nouyaku/1007712.html
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農業を始める前に、まずご相談を！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月第２木曜日に開催！ 後継ぎや農業を始めたい方、会社を辞める前にご相談を！ 

R4 11/10、12/8、R5 1/12、2/9、3/9 
・場所 ： 奥州地区合同庁舎江刺分庁舎 ３階 第２会議室 

・時間 ： １回目：13:30～ ２回目：15:00～ 

・申込 ： 相談日の３日前までに普及センターへお申し込みください 

※12/8、2/9 はオンラインによる相談も受付しています。 

 オンライン相談を御希望の方は、相談日の 10 日前までに普及センターへお申し込みください。 

○お問合せ先 奥州農業改良普及センター 

       電話：35-6741   FAX：35-6303 

 

新規就農者の情報募集中！ 
奥州農業改良普及センターでは、地域の新規就農者支援のため、新規就農者の情報を集めています。 

 
情報をいただいた新規就農者の方には、今後、各種研修会（土づくり研修、農業経営研修、岩手県立農

業大学校新規就農者研修など）や事業等の情報を直接お知らせします！ 
 
お近くで就農した方など情報がありましたら、奥州農業改良普及センターへ情報をお寄せください。※ 
 
○対象者  令和５年 3 月末までに市内に就農または就農見込の方（年齢制限なし） 
○締  切  令和４年 11 月 30 日（水）まで 
○連絡先  奥州農業改良普及センター（担当 村上） 
        電話：35-6741   FAX：35-6303 
        メールアドレス：ce0018@pref.iwate.jp 
 
※ 「◯◯さんが新規就農した」という情報も個人情報となりますので、お手数をおかけしますが、ご本人の了承を得た上で、情報

提供いただきますようお願いいたします。 

 

<胆江地方ニューファーマー応募資格> 

以下①～④のすべてに該当する人 

①研修を経て奥州市又は金ケ崎町に就農する人 

②概ね 50 歳未満の人 

③胆江地方の主要品目で就農する人 

＜主要品目＞ トマト、ピーマン、きゅうり、 

りんどう、りんご、水稲、畜産 

④就農後は、農業で生計をたてる意向を有する人 

胆江地方ニューファーマー募集 

 

就農相談窓口の日 開設日 

 胆江地方ニューファーマーは、先進農家のもと

で実践的な研修を行い、就農準備から就農
後までトータルでの支援が受けられます。 

 ご興味のある方は、まずは就農相談窓口にお気軽

にご参加下さい！       ＜応募締切＞ 

     12月30 日(金) 

 

 

条件によっては、補助事

業の併用もできます。 

まずは相談！ 

mailto:ce0018@pref.iwate.jp
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農業経営計画を作成してみませんか 

経営計画作成個別相談会～経営計画の振り返り、作成を支援します 

・対象：青年等就農計画策定から 5～7 年目の方、認定農業者、経営改善計画新規作成予定者 

・開催時期：令和４年 12 月～令和５年１月 

・会場：奥州地区合同庁舎江刺分庁舎（江刺大通り 7-13)  

       （新型コロナウイルス感染防止対策のため、１つの時間帯あたり 

２経営体を限度とし、受講者別のテーブルで個別に相談します。） 

・内容：既存計画の振り返り、次年度以降の計画作成及び新規計画作成の支援を行います。 

・参加募集経営体：10 経営体程度（参加費：無料） 

・申込締切：令和４年 11 月末頃まで 

※詳細が決まり次第、改めて周知します。 

・お申込・問合せ先 胆江地方農林業振興協議会担い手育成支援班事務局 

            （奥州農業改良普及センター（担当 佐藤亮太）） 

 電話：35-6741  FAX：35-6303 

 メールアドレス：ce0018@pref.iwate.jp 

 お願い：お申込時に、参加者のお名前、住所、電話番号、経営作目、既存計画の有無についてお知らせ

ください。 

 

ハウスの点検・補修等を確実に実施し、 

暴風雪や大雪に備えましょう 
〇情報収集 

最新の気象情報、警報、注意報を常にチェックしましょう。 

〇降雪前の準備・点検 

ブレースや筋かいの留め金具に緩みがないか確認しましょう。 

被覆資材の破れや隙間の点検、補修を行い、保温性向上に努めましょう。 

基礎部が腐食している場合は、パイプの交換や補強資材により強化しましょう。 

谷樋や排水路、周辺の残雪やゴミは取り除きましょう。 

被覆資材の表面に雪の滑落を妨げるような突出物がないか確認しましょう。 

雪の滑落を妨げる防風ネットや遮光資材の展張がないか確認しましょう。 

作物を栽培していない場合は、被覆資材を外しましょう。 

〇停電対策 

タンクにかん水用水を貯水しましょう。 

非常用発電機を所有している場合は、事前に動作確認を行いましょう。 

〇融雪対策 

暖房機の燃料を確保し、暖房機が正常に作動するか確認しましょう。 

加温設備のないハウスでは、内部を密閉して機密性を高め、屋根雪を滑落しやすくしましょ

う。 

 

 

mailto:ce0018@pref.iwate.jp
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〇積雪対策 

停電が発生した際には、予備電源を作動し、暖房機の起動を行いましょう。 

作物の萎えが予測される場合、速やかに手動によるかん水を行いましょう。 

施設に被害が発生した際には、安全に十分配慮した上で点検を行い、修復が可能な場合は、

早急な修復により室温の確保に努め、低温による被害を防止しましょう。 

 屋根及び軒下ハウス間の積雪は、施設倒壊のおそれがないことを確認した上で、直ちに除雪

しましょう。 

※事前の気象情報でハウスの耐雪強度を大きく上回る場合は、あらかじめ被覆資材を切断除

去して積雪を防ぎましょう。この場合、事前に農業共済組合等に連絡しておかないと園芸施

設共済の支払いの対象とならない可能性があるため、予め手順を確認しましょう。 

〇損害の補償 

想定外の雪害に備え、施設本体は園芸施設共済、施設内農作物は収入保険に加入しましょ

う。 

  詳しくはお近くの農業共済組合等にお問合せください。 

 

〈農林水産省ホームページより〉  

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/sisetsu/saigaitaisaku.html 

○お問合せ先  奥州市農林部農政課農産係 （電話 34－1583【直通】） 

 

安全な農作業を心がけましょう！ 
岩手県内では、８月31日までに農作業死亡事故が５件発生しています。

また、市内では、９、10月に農作業中の死亡事故が１件ずつ発生していま

す。収穫の秋を迎え農業用機械の稼働も増えていますが、秋は、農作業機

械による作業の増加や日没が早まることで、事故件数が増える・危険性が

高まる時期です。あなたの命を守るために、トラクターなどに乗車する際

はシートベルトをしっかりと締め、ゆとりのある作業をおこないましょ

う。 

 

 

○お問合せ先  奥州市農林部農政課農産係 （電話 34－1583【直通】） 

 

 

 

 

 

 

 

●お問い合わせ先  

奥州市農林部農政課   担当（水 田）：岩渕、佐藤(雄)    【直通】TEL 0197-34-1583 

【代表】TEL 24-2111   担当（担い手）：佐藤(龍)、浦川    【直通】TEL 0197-34-1582 

●奥州市農業再生協議会の主な構成団体（お問い合わせ先） 

奥州市農林部             TEL 0197-24-2111  FAX 0197-24-1992 

奥州市農業委員会           TEL 0197-24-2111  FAX 0197-24-1992 

県南広域振興局農政部         TEL 0197-22-2841  FAX 0197-22-6194 

奥州農業改良普及センター       TEL 0197-35-6741  FAX 0197-35-6303 

岩手ふるさと農業協同組合       TEL 0197-41-5208  FAX 0197-41-5209 

岩手江刺農業協同組合         TEL 0197-31-1321  FAX 0197-35-0210 

胆江地方土地改良区理事長協議会    TEL 0197-24-0171  FAX 0197-24-0174 

岩手県農業共済組合胆江地域センター  TEL 0197-25-6631  FAX 0197-22-3256 

 


