
 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

参考様式４

南山形地区 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

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）

子九十、大渡、遠中沢、太布、水無、丸泉寺、穀蔵

 ①　地区内の耕地面積 322.19 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 171.82 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 70.59 ha

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 20.35 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 32.23 ha

 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 78.78 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。

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。

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。

・水田は、集落が山間地ということもあり、条件が悪い圃場が多い。
・集落内に作業受託や賃貸により水田を集積できる担い手が少なく、地域外から担い手を募る必要がある。
・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。
・有害鳥獣による農作物被害が多い。

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。

・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、地域外の中心経営体を含め、農地集積を促進しその活用方法を検討していく。

・多面的機能支払団体を中心に農業生産・管理を検討していく。

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

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。
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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

（１） 複合化

水稲に園芸作物を導入

（２） 6次産業化

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

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

① 認定農業者 7  人 3  法人

② 認定新規就農者 1  人  法人

③ 集落営農組織  組織  法人

④ 他市町村の認定農業者  人  法人

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

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。

集積面積 地域内の耕地面積 集積率

現状 32.86 ha 322.19 ha 10 ％

今後 111.64 ha 322.19 ha 35 ％
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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 認農法 (有)キロサ肉畜生産センター 肉用牛 1.50 ha 肉用牛 1.50 ha 子九十

002 認農法 (株)秀明ナチュラルファーム盛岡 稲作＋その他作物 5.92 ha 稲作＋その他作物 12.68 ha 子九十、大渡

003 認農法 みなみよ～とん(株) 養豚 3.61 ha 養豚 3.61 ha 子九十、大渡

004 認農 佐藤　新一郎 肉用牛 2.44 ha 肉用牛 2.44 ha 子九十、大渡

005 認農 佐藤　智恵美 肉用牛 3.21 ha 肉用牛 3.21 ha 子九十、大渡

006 認農 櫻場　清輝 稲作＋肉用牛 4.09 ha 稲作＋肉用牛 5.09 ha 子九十、太布

007 認農 佐藤　　優 肉用牛 4.07 ha 稲作＋肉用牛 14.07 ha 子九十、大渡

008 認就 佐々木 健太 露地野菜+薬用作物 1.39 ha 露地野菜+薬用作物 1.41 ha 子九十

009 認農 小沢　真人（進） 露地野菜 3.16 ha 露地野菜 6.16 ha 子九十、相寅瀬

010 認農 渡　文男 露地野菜+菌床しいたけ 0.00 ha 露地野菜+菌床しいたけ 3.00 ha 子九十、相寅瀬

011 認農 橋本　信男 肉用牛 3.47 ha 肉用牛 58.47 ha 子九十、山道

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

11 経営体 32.86 ha 111.64 ha

注１：

注２：

注３：

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

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。
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【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23地割173－1 佐々木　啓三（健太） 4,317 ㎡

002 川口第24地割346－2 佐々木　啓三（健太） 3,306 ㎡

003 川口第24地割350 佐々木　啓三（健太） 3,115 ㎡

004 川口第24地割355－1 佐々木　啓三（健太） 3,726 ㎡

005 川口第24地割356 佐々木　啓三（健太） 2,185 ㎡

006 川口第24地割358－1 佐々木　啓三（健太） 3,636 ㎡

007 川口第24地割359－1 佐々木　啓三（健太） 2,802 ㎡

008 川口第24地割360－1 佐々木　啓三（健太） 1,796 ㎡

009 川口第24地割360－2 佐々木　啓三（健太） 855 ㎡

010 川口第24地割360－3 佐々木　啓三（健太） 324 ㎡

011 川口第24地割361－2 佐々木　啓三（健太） 1,602 ㎡

012 川口第24地割364－3 佐々木　啓三（健太） 2,468 ㎡

013 川口第24地割366 佐々木　啓三（健太） 3,669 ㎡

014 川口第23地割177－1 佐藤　弘吉 14,013 ㎡

015 川口第23地割179 佐藤　弘吉 4,804 ㎡

016 川口第24地割334 佐々木　キクエ（富夫） 5,289 ㎡

017 川口第24地割335 佐々木　キクエ（富夫） 3,375 ㎡

018 川口第24地割339 佐々木　キクエ（富夫） 1,918 ㎡

019 川口第24地割350 佐々木　キクエ（富夫） 3,115 ㎡

020 川口第24地割355－1 佐々木　キクエ（富夫） 3,726 ㎡

021 川口第24地割356 佐々木　キクエ（富夫） 2,185 ㎡

022 川口第24地割364－3 佐々木　キクエ（富夫） 2,468 ㎡

023 川口第23地割2 立花　正 6,193 ㎡

024 川口第24地割346－1 立花　竹志 3,205 ㎡

025 川口第23地割23-1 佐々木　一男 7,772 ㎡

026 川口第23地割27－1 佐々木　一男 7,297 ㎡

027 川口第23地割167－2 立花　喜代志（ユミ） 5,322 ㎡

028 川口第23地割167－3 立花　喜代志（ユミ） 9,399 ㎡

029 川口第23地割186－1 佐々木　京一 20,400 ㎡

030 川口第22地割86－1 橋本　信男 1,692 ㎡

031 川口第22地割91－1 橋本　信男 3,006 ㎡

032 川口第22地割94－1 橋本　信男 1,373 ㎡

033 川口第22地割94－2 橋本　信男 1,773 ㎡

034 川口第22地割97 橋本　信男 5,025 ㎡

035 川口第22地割102 橋本　信男 1,158 ㎡

036 川口第22地割111－1 橋本　信男 1,262 ㎡

No 農地の所在（地番） 農地所有者
区分別面積（㎡）
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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22地割111－3 橋本　信男 10 ㎡

038 川口第22地割113－1 橋本　信男 1,035 ㎡

039 川口第22地割113－4 橋本　信男 41 ㎡

040 川口第22地割116－1 橋本　信男 1,125 ㎡

041 川口第22地割120－8 橋本　信男 6,181 ㎡

042 川口第23地割182 橋本　信男 5,420 ㎡

043 川口第23地割183 橋本　信男 348 ㎡

044 川口第24地割353－2 橋本　信男 1,195 ㎡

045 川口第24地割354 橋本　信男 2,909 ㎡

046 川口第24地割308－1 佐々木　まき子（ユミ） 3,052 ㎡

047 川口第24地割308－3 佐々木　まき子（ユミ） 173 ㎡

048 川口第24地割309－1 佐々木　まき子（ユミ） 2,169 ㎡

049 川口第24地割310 佐々木　まき子（ユミ） 2,775 ㎡

050 川口第24地割317 佐々木　まき子（ユミ） 2,294 ㎡

051 川口第24地割319－1 佐々木　まき子（ユミ） 1,957 ㎡

052 川口第24地割320 佐々木　まき子（ユミ） 2,479 ㎡

053 川口第24地割326－1 佐々木　まき子（ユミ） 3,170 ㎡

054 川口第24地割327 佐々木　まき子（ユミ） 2,828 ㎡

055 川口第24地割329－1 佐々木　まき子（ユミ） 1,579 ㎡

056 川口第24地割329－3 佐々木　まき子（ユミ） 154 ㎡

057 川口第24地割333 佐々木　まき子（ユミ） 3,059 ㎡

058 川口第22地割80－38－1 キロサ肉畜生産センター 411,098 ㎡

059

060

604,622 ㎡ 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、

- 5 -


