
 １　対象地区の現状

 ２　対象地区の課題

 ３ 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している経営体等が位置付けられます。

・飼料作物については、畜産農家と連携し利用供給を推進する一方で、堆肥を有効に活用する資源循環型農業
を目指す。

・不作付地については、地域の中心経営体が中心となり、農地集積を促進しその活用方法を検討していく。

注１： 中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成することを想定していますが、

その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２： 「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積を行うことが確実と

注４： プランには、話合いに活用した地図を添付してください。

・水田が小規模で圃場が点在、日当たりが悪いなど条件も厳しい。
・一部集落内には機械利用組合がなく、作業受託や賃貸により水田を集積できる担い手が少ない。
・農地集積により、効率的かつ収益性の高い産地づくりを検討する必要がある。
・転作作物における飼料作物の畜産農家との利用供給の体制は十分に図られていない。

注： 「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

・自家消費栽培から商品化できる作物への転換を目指す。

注２： ④の面積は、別表「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の「経営面積」の合計を

差し引いた面積を記載します。

注３： アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策等に関する意向を把握した

場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。

 ④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 11.60 ha

 （備考）

注１： ③の「〇歳以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 26.21 ha

 ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 38.31 ha

 ②　アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 174.27 ha

 ③　地区内における75歳以上の農業者の耕作面積の合計 83.31 ha

岩手町 平成29年3月27日 令和3年3月17日

対象地区名（地区内の集落名）

子抱、岩崎、沼袋、境田、二ツ森、下町、山道、駅通、上町、橋場、雪浦、野原、芦田内、秋浦、高梨、土滝、雨滝

 ①　地区内の耕地面積 292.64 ha

参考様式４

川口地区 地域農業マスタープラン（実質化された人・農地プラン）

注：本様式は参考ですので、地域の話合いの結果に応じて、積極的に記載する項目を追加してください。

市町村名 作成年月日 直近の更新年月日
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 ４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

 ５　今後の地域の中心となる経営体の状況

（１）　経営体数

（２）　農地の集積面積

％

今後 26.04 ha 292.64 ha 9 ％

集積面積 地域内の耕地面積 集積率

現状 14.44 ha 292.64 ha 5

⑦ 今後育成すべき農業者  人  法人

注： 基本構想水準到達者とは、①～⑤以外の者で市町村基本構想で定める目標所得を上回っている者。

⑤ 他市町村の認定新規就農者  人  法人

⑥ 基本構想水準到達者 注）  人  法人

③ 集落営農組織 1  組織  法人

④ 他市町村の認定農業者  人  法人

① 認定農業者 6  人  法人

② 認定新規就農者  人  法人

農業後継者を含めた新規就農者の掘り起こし

（５） 耕作放棄の解消・再生利用

耕作放棄地の再生と防止

個人・任意組合 法　人

６次産業化研修会等への参加と実践

（３） 高付加価値化

堆肥利用による環境保全型農業の取組み

（４） 新規就農の促進

（１） 複合化

水稲に園芸作物を導入

（２） 6次産業化
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【参考】　中心経営体

主な経営作目 主な経営作目 経営範囲

例 認農法 （農）○○営農組合 水稲、麦 65.00 ha 水稲、麦、大豆 90.00 ha A集落、B集落

001 集落 岩手町水稲種子生産部会 水稲農作業受託 0.00 ha 路地野菜 0.60 ha 雪浦

002 認農 久保　勝雄 肉用牛 0.15 ha 肉用牛 0.15 ha 駅通

003 認農 立花　正義　他2名 稲作＋酪農 4.29 ha 稲作＋酪農 4.29 ha 境田

004 認農 工藤　良一 酪農 1.20 ha 酪農 10.70 ha 盛岡市、境田

005 認農 工藤　始 酪農 4.44 ha 酪農 4.44 ha 高梨

006 認農 佐藤　守昭 稲作＋酪農 2.69 ha 酪農 2.69 ha 土滝

007 認農 横田　秀樹 肉用牛＋水稲＋野菜 1.66 ha 肉用牛＋水稲＋野菜 3.16 ha 子抱

008 ha ha

009 ha ha

010 ha ha

011 ha ha

012 ha ha

013 ha ha

014 ha ha

015 ha ha

016 ha ha

017 ha ha

018 ha ha

019 ha ha

020 ha ha

021 ha ha

022 ha ha

023 ha ha

024 ha ha

025 ha ha

026 ha ha

027 ha ha

028 ha ha

029 ha ha

030 ha ha

7 経営体 14.44 ha 26.04 ha

注１：

注２：

注３：

計

「属性」欄は、プルダウンリストから選択してください。

「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載します。

「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。

No 属性 経営体名
現　状 今後の農地の引き受けの意向

経営面積 経営面積

- 3 -



【参考】　農地の貸付け等の意向

貸付 作業委託 売渡

例 ○○町○○番 △△　△△ 3,500 ㎡

001 川口第５地割１８－５ 滝本　巌 293 ㎡

002 川口第１８地割２７－１ 滝本　巌 712 ㎡

003 川口第１８地割２９ 滝本　巌 476 ㎡

004 川口第１８地割３０－２ 滝本　巌 325 ㎡

005 川口第１８地割３３－３ 滝本　巌 104 ㎡

006 子抱第１０地割３－１ 岩崎　勇次郎 724 ㎡

007 子抱第１０地割４ 岩崎　勇次郎 183 ㎡

008 川口第２地割５５ 岩崎　勇次郎 1,000 ㎡

009 川口第２地割５６ 岩崎　勇次郎 1,006 ㎡

010 川口第２地割９１ 岩崎　勇次郎 464 ㎡

011 川口第２地割１０６ 岩崎　勇次郎 557 ㎡

012 川口第２地割１０７ 岩崎　勇次郎 688 ㎡

013 川口第２地割１２０ 岩崎　勇次郎 1,065 ㎡

014 川口第２地割１２１ 岩崎　勇次郎 1,090 ㎡

015 川口第２地割１３４ 岩崎　勇次郎 622 ㎡

016 川口第２地割１３５ 岩崎　勇次郎 600 ㎡

017 川口第３地割１０８ 岩崎　勇次郎 664 ㎡

018 川口第３地割１０９ 岩崎　勇次郎 915 ㎡

019 川口第３地割１１０ 岩崎　勇次郎 755 ㎡

020 川口第３地割１１１ 岩崎　勇次郎 649 ㎡

021 川口第３地割１１５ 岩崎　勇次郎 5,349 ㎡

022 川口第４８地割１３６ 岩崎　勇次郎 909 ㎡

023 川口第１０地割３３－１ 岩﨑　隆一 729 ㎡

024 川口第１０地割３３－３ 岩﨑　隆一 1,203 ㎡

025 川口第１８地割５４ 岩﨑　隆一 1,944 ㎡

026 川口第９地割４５－８ 佐藤　洋一 17 ㎡

027 川口第９地割５４－４ 佐藤　洋一 165 ㎡

028 川口第１４地割１３６－４７ 佐藤　洋一 301 ㎡

029 川口第１４地割１３６－５３ 佐藤　洋一 2,724 ㎡

030 川口第１４地割１３６－６９ 佐藤　洋一 1,070 ㎡

031 川口第１５地割１４１－３ 佐藤　洋一 3,061 ㎡

032 川口第１０地割４８ 橋本　善司 750 ㎡

033 川口第１０地割１１４－１ 橋本　善司 414 ㎡

034 川口第１０地割１１７－３ 橋本　善司 111 ㎡

035 川口第１４地割２５－１ 橋本　善司 1,139 ㎡

036 川口第１１地割４９ 佐藤　三男 3,296 ㎡

No 農地の所在（地番） 農地所有者
区分別面積（㎡）

- 4 -



貸付 作業委託 売渡
No 農地の所在（地番） 農地所有者

区分別面積（㎡）

037 川口第１３地割１８－４２ 佐藤　三男 167 ㎡

038 川口第１３地割１８－３６ 高橋　セツ子 82 ㎡

039 川口第１４地割２６４－１ 高橋　セツ子 2,042 ㎡

040 川口第１４地割３６４－２ 高橋　セツ子 500 ㎡

041 川口第１４地割２３１ 田中　實 1,727 ㎡

042 川口第２０地割１２１ 田中　實 1,845 ㎡

043 川口第２０地割１２２－１ 田中　實 673 ㎡

044 川口第２１地割４８－２ 田中　實 493 ㎡

045 川口第２１地割４８－６ 田中　實 229 ㎡

046 川口第２１地割５６－１ 田中　實 2,138 ㎡

047 川口第２１地割６５－１ 田中　實 948 ㎡

048 川口第２１地割７７ 田中　實 4,098 ㎡

049 川口第２１地割８８ 田中　實 2,310 ㎡

050 川口第２１地割９８ 田中　實 5,494 ㎡

051 川口第２１地割３１５－１ 田中　實 963 ㎡

052 川口第２１地割３１７－１ 田中　實 330 ㎡

053 川口第１３地割３３－１ 立花　健一 1,219 ㎡

054 川口第１３地割３５ 立花　健一 4,170 ㎡

055 川口第１３地割３６－１ 立花　健一 1,578 ㎡

056

057

058

67,080 ㎡ 0 ㎡ 0 ㎡

注：

地域農業マスタープラン（人・農地プラン）において地番、面積を記載することが必要です。

計

農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認した面積を農地利用最適化交付金の成果実績払いの対象とする場合には、
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