
 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

沼宮内地区 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）

大坊、上五日市、下五日市、江刈内、犬袋、子抱団地、駅前、太田、石神、上苗代沢、下苗代沢1、下苗代沢2、細沢、新町、
城山、舘、柳橋、田中栄小路、上大町、下大町、上野口町、下野口町、上愛宕下、新愛宕下、下愛宕下

 ①　地区内の耕地面積 528.72 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 290.81 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 130.41 ha

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 35.89 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 76.37 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 95.18 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。

・高齢化や兼業農家の増加により、休耕地が増えてきている。
・地域の中には、水田圃場が小規模で点在、条件不利地もあることなどから、飼料作物の畜産農家への供給が図
られていない。
・一部集落では、機械利用組合などの生産組織がなく、作業受託や賃貸により水田を集積できる担い手と呼べる
農業者もいない。

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。

・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

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 17  人 2  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 34.27 ha 528.72 ha 6 ％

今後 129.45 ha 528.72 ha 24 ％
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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 府金　秀一 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.09 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.59 ha 新町

002 認農 三浦　正樹 工芸作物（タバコ） 1.20 ha 工芸作物（タバコ） 1.30 ha 太田

003 認農 三浦　松山 稲作＋露地野菜 3.94 ha 稲作＋露地野菜 3.94 ha 太田

004 認農 三浦　正幸 稲作＋工芸作物（タバコ） 2.55 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 2.55 ha 太田

005 認農 三浦　秀寿 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.41 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.41 ha 太田

006 認農 三浦　孝行 稲作＋工芸作物（タバコ） 5.00 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 5.00 ha 太田

007 認農 三浦　信悟　他3名 工芸作物（タバコ） 2.37 ha 工芸作物（タバコ） 2.37 ha 太田

008 認就 三浦裕司　三浦野梨子 水稲＋施設野菜 0.83 ha 水稲＋施設野菜 0.83 ha 太田

009 認農 三浦　松夫 稲作＋工芸作物（タバコ） 2.75 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.35 ha 太田

010 認農法 (株)アンド・ファーム 露地野菜＋野菜加工 1.14 ha 露地野菜＋野菜加工 23.35 ha 太田

011 認農 久保　憲昭 稲作＋露地野菜＋果樹 2.42 ha 稲作＋露地野菜＋果樹 9.47 ha 愛宕下

012 認農 三浦　啓臣 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.47 ha 稲作＋工芸作物（タバコ） 3.47 ha 太田

013 認農 遠藤　良一 酪農＋肉用牛 0.58 ha 酪農＋肉用牛 1.58 ha 横田、太田

014 認農 岩舘　忠則 稲作＋露地野菜 0.00 ha 稲作＋露地野菜 5.27 ha 横田、太田

015 認農 三浦　貞悦 稲作＋露地野菜 0.00 ha 稲作＋露地野菜 8.14 ha 横田、太田

016 認農 三浦　誠 露地野菜＋その他 0.00 ha 露地野菜＋その他 16.70 ha 横田、太田

017 認農 十和田　守 稲作＋肉用牛 0.83 ha 稲作＋肉用牛 1.48 ha 横田、太田

018 認農 十和田一英 果樹類 0.00 ha 果樹類 3.98 ha 横田、太田

019 認農 橋本　勇 露地野菜 0.00 ha 露地野菜 11.49 ha 横田、太田

020 認農法 (株)ミウラ農場 露地野菜 0.70 ha 露地野菜 18.20 ha 横田、太田

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

20 経営体 34.27 ha 129.45 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 沼宮内第１地割２６－１ 馬渕　敏彦 2,974 ㎡

002 沼宮内第１地割６－１ 田山　幸一 1,179 ㎡

003 五日市第７地割５６－１ 中村　昭一 2,658 ㎡

004 江刈内第１９地割７１－１ 中村　昭一 2,939 ㎡

005 江刈内第１９地割７２ 中村　昭一 2,212 ㎡

006 江刈内第１９地割１４７－２ 中村　昭一 3,696 ㎡

007 五日市第７地割３７－１ 中村　昭一 816 ㎡

008 五日市第７地割３７－１１ 中村　昭一 89 ㎡

009 五日市第７地割３７－２２ 中村　昭一 321 ㎡

010 五日市第７地割３７－３１ 中村　昭一 60 ㎡

011 五日市第９地割８０－２ 中村　昭一 768 ㎡

012 五日市第９地割８０－４ 中村　昭一 137 ㎡

013 五日市第９地割８０－６ 中村　昭一 98 ㎡

014 五日市第９地割１２１－１ 中村　昭一 96 ㎡

015 五日市第６地割４６－１２ 田村　勝三 7,081 ㎡

016 五日市第６地割４６－１３ 田村　勝三 775 ㎡

017 五日市第６地割４６－１４ 田村　勝三 863 ㎡

018 五日市第６地割４６－１６ 田村　勝三 891 ㎡

019 五日市第６地割４６－１８ 田村　勝三 58 ㎡

020 沼宮内第２地割２５ 中村　春雄 931 ㎡

021 沼宮内第２地割２６－１ 中村　春雄 437 ㎡

022 沼宮内第２地割２６－２ 中村　春雄 216 ㎡

023 江刈内第２９地割３１－１ 山下　隆久 2,661 ㎡

024 江刈内第２９地割４２ 山下　隆久 1,182 ㎡

025 江刈内第２９地割４８－１ 山下　隆久 311 ㎡

026 江刈内第２９地割４８－２ 山下　隆久 236 ㎡

027 江刈内第２９地割４８－３ 山下　隆久 314 ㎡

028 江刈内第３０地割７２－１ 山下　隆久 1,868 ㎡

029 江刈内第３０地割８２－１ 山下　隆久 1,291 ㎡

030 江刈内第３０地割８３－１ 山下　隆久 607 ㎡

031 江刈内第３０地割８３－２ 山下　隆久 1,225 ㎡

032 江刈内第３０地割８９－１０ 山下　隆久 1,088 ㎡

033 江刈内第３０地割８９－１４ 山下　隆久 584 ㎡

034 江刈内第３０地割８９－２２ 山下　隆久 452 ㎡

035 江刈内第３０地割８９－２７ 山下　隆久 964 ㎡

036 江刈内第２３地割　２０－２ 松森　ヒロ子 545 ㎡

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 江刈内第２３地割２０－２（１） 松森　ヒロ子 150 ㎡

038 江刈内第２７地割２６ 松森　ヒロ子 2,413 ㎡

039 江刈内第２７地割５２－１ 松森　ヒロ子 252 ㎡

040 江刈内第２７地割５３－１ 松森　ヒロ子 9 ㎡

041 子抱第５地割９３－１ 遠山　愛子 574 ㎡

042 子抱第５地割９３－２ 遠山　愛子 1,439 ㎡

043 子抱第５地割９３－５ 遠山　愛子 993 ㎡

044 子抱第５地割９３－６ 遠山　愛子 230 ㎡

045 五日市第１２地割６２－１ 向井　幸一 973 ㎡

046 五日市第１２地割６４－８ 向井　幸一 9,751 ㎡

047 江刈内第１０地割２５－１ 向井　幸一 387 ㎡

048 江刈内第１０地割２５－２ 向井　幸一 9 ㎡

049 江刈内第１０地割２５－７ 向井　幸一 341 ㎡

050 五日市第１１地割１０２－５ 久保　美幸 1,385 ㎡

051 五日市第１１地割１０７－１ 久保　美幸 663 ㎡

052 子抱第５地割２２－２ 久保　美幸 2,115 ㎡

053 子抱第５地割１１８－３ 久保　美幸 252 ㎡

054 子抱第５地割１１８－４ 久保　美幸 68 ㎡

055 川口第４７地割１４－１ 髙村　馬太郎 2,945 ㎡

056 川口第４７地割３４－３ 髙村　馬太郎 471 ㎡

057 川口第４７地割３６－２ 髙村　馬太郎 7,183 ㎡

058 川口第４７地割３９－１ 髙村　馬太郎 1,501 ㎡

059 川口第４７地割４０－１ 髙村　馬太郎 154 ㎡

060 川口第４７地割４０－２ 髙村　馬太郎 572 ㎡

061 川口第４７地割４３－９ 髙村　馬太郎 333 ㎡

062 川口第４７地割４３－１０ 髙村　馬太郎 481 ㎡

063 川口第４７地割５４－２ 髙村　馬太郎 542 ㎡

064 川口第４７地割５５－２ 髙村　馬太郎 775 ㎡

065 川口第４７地割５５－３ 髙村　馬太郎 747 ㎡

066 久保第5地割96－2 遠藤　良一 135 ㎡

067 久保第5地割101 遠藤　良一 1,641 ㎡

068 久保第5地割101ー1 遠藤　良一 2,051 ㎡

069 久保第5地割101－2 遠藤　良一 1,637 ㎡

070 久保第5地割101－3 遠藤　良一 110 ㎡

071 久保第5地割111－1 遠藤　良一 1,133 ㎡

072 久保第6地割128－1 遠藤　良一 948 ㎡

073 久保第6地割226－2 遠藤　良一 1,268 ㎡

074 久保第6地割227－1 遠藤　良一 741 ㎡
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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（㎡）

075 久保第6地割227－2 遠藤　良一 590 ㎡

076 久保第6地割228 遠藤　良一 1,450 ㎡

077 久保第7地割245－2 遠藤　良一 936 ㎡

078 久保第7地割246－1 遠藤　良一 1,360 ㎡

079 久保第5地割5－4 三浦　増右ェ門（正樹） 3,285 ㎡

080 久保第5地割5－13 三浦　増右ェ門（正樹） 3,226 ㎡

081 久保第5地割5－15 三浦　増右ェ門（正樹） 1,663 ㎡

082 久保第5地割111－1 三浦　増右ェ門（正樹） 1,133 ㎡

083 久保第5地割112 三浦　増右ェ門（正樹） 2,980 ㎡

084 久保第5地割113 三浦　増右ェ門（正樹） 5,834 ㎡

085 久保第5地割114 三浦　増右ェ門（正樹） 267 ㎡

086 久保第5地割115 三浦　増右ェ門（正樹） 1,113 ㎡

087 久保第6地割120－12 三浦　増右ェ門（正樹） 7,950 ㎡

088 久保第6地割１２１－１ 三浦　増右ェ門（正樹） 5,819 ㎡

089 久保第6地割130 三浦　増右ェ門（正樹） 555 ㎡

090 久保第6地割135 三浦　増右ェ門（正樹） 2,222 ㎡

091 久保第6地割140－1 三浦　増右ェ門（正樹） 766 ㎡

092 久保第5地割5－4 三浦　信一郎 3,285 ㎡

093 久保第5地割5－13 三浦　信一郎 3,226 ㎡

094 久保第5地割5－15 三浦　信一郎 1,663 ㎡

095 久保第5地割12－23 三浦　正一（正幸） 6,131 ㎡

096 久保第5地割12－31 三浦　正一（正幸） 1,600 ㎡

097 久保第5地割37－1 三浦　正一（正幸） 2,272 ㎡

098 久保第5地割66 三浦　正一（正幸） 2,849 ㎡

099 久保第5地割68－1 三浦　正一（正幸） 2,239 ㎡

100 久保第5地割70 三浦　正一（正幸） 4,928 ㎡

101 久保第5地割72 三浦　正一（正幸） 237 ㎡

102 久保第5地割73－1 三浦　正一（正幸） 4,221 ㎡

103 久保第5地割77 三浦　正一（正幸） 3,590 ㎡

104 久保第5地割79 三浦　正一（正幸） 5,200 ㎡

105 久保第5地割110－4 三浦　一夫 131 ㎡

106 久保第6地割97－1 三浦　一夫 6,877 ㎡

107 久保第6地割120－14 三浦　一夫 473 ㎡

108 久保第4地割41 三浦　松右ェ門（松夫） 2,840 ㎡

109 久保第5地割8－1 三浦　松右ェ門（松夫） 3,312 ㎡

110 久保第5地割8－2 三浦　松右ェ門（松夫） 7,208 ㎡

111 久保第5地割8－7 三浦　松右ェ門（松夫） 2,265 ㎡

112 久保第5地割94－2 三浦　松右ェ門（松夫） 79 ㎡
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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（㎡）

113 久保第5地割95－1 三浦　松右ェ門（松夫） 11,293 ㎡

114 久保第5地割95－2 三浦　松右ェ門（松夫） 475 ㎡

115 久保第5地割110－4 三浦　松右ェ門（松夫） 131 ㎡

116 久保第6地割97－1 三浦　松右ェ門（松夫） 6,877 ㎡

117 久保第6地割118－1 三浦　松右ェ門（松夫） 4,770 ㎡

118 久保第6地割120－4 三浦　松右ェ門（松夫） 8,916 ㎡

119 久保第6地割120－14 三浦　松右ェ門（松夫） 473 ㎡

120 久保第5地割4－8 三浦　松山（裕司） 11,794 ㎡

121 久保第5地割5－3 三浦　松山（裕司） 7,919 ㎡

122 久保第5地割34－1 三浦　松山（裕司） 2,318 ㎡

123 久保第5地割41 三浦　松山（裕司） 3,976 ㎡

124 久保第5地割42 三浦　松山（裕司） 4,429 ㎡

125 久保第5地割４３－１０ 三浦　松山（裕司） 121 ㎡

126 久保第5地割46－1 三浦　松山（裕司） 6,959 ㎡

127 久保第4地割38－1 三浦　啓臣 1,722 ㎡

128 久保第4地割51－7 三浦　啓臣 5,221 ㎡

129 久保第4地割57－2 三浦　啓臣 295 ㎡

130 久保第4地割58－5 三浦　啓臣 673 ㎡

131 久保第4地割60－4 三浦　啓臣 7,873 ㎡

132 久保第4地割68－1 三浦　啓臣 2,817 ㎡

133 久保第4地割７１－１ 三浦　啓臣 1,899 ㎡

134 久保第4地割73－7 三浦　啓臣 1,208 ㎡

135 久保第4地割73－10 三浦　啓臣 13 ㎡

136 久保第4地割80－1 三浦　啓臣 637 ㎡

137 久保第4地割80－3 三浦　啓臣 6,271 ㎡

138 久保第5地割9－2 三浦　啓臣 3,988 ㎡

139 久保第7地割６－１ 岩館　忠則 1,940 ㎡

140 久保第7地割6－2 岩館　忠則 119 ㎡

141 久保第7地割10－1 岩館　忠則 1,653 ㎡

142 久保第7地割12 岩館　忠則 1,668 ㎡

143 久保第7地割15－1 岩館　忠則 1,325 ㎡

144 久保第7地割19 岩館　忠則 1,696 ㎡

145 久保第7地割20 岩館　忠則 1,644 ㎡

146 久保第7地割244 岩館　忠則 1,892 ㎡

147 久保第7地割254－2 岩館　忠則 1,029 ㎡

148 久保第7地割255 岩館　忠則 2,951 ㎡

149 久保第7地割256－1 岩館　忠則 479 ㎡

150 久保第6地割50－29 三浦　貞悦 3,990 ㎡
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区分別面積（㎡）

151 久保第6地割74 三浦　貞悦 792 ㎡

152 久保第6地割８２－１ 三浦　貞悦 2,882 ㎡

153 久保第6地割82－42 三浦　貞悦 111 ㎡

154 久保第7地割249－2 三浦　貞悦 2,467 ㎡

155 久保第7地割250 三浦　貞悦 2,853 ㎡

156 久保第7地割251－1 三浦　貞悦 767 ㎡

157 久保第6地割82－5 三浦　勝栄（誠） 1,712 ㎡

158 久保第6地割88－11 三浦　勝栄（誠） 2,690 ㎡

159 久保第4地割51－1 三浦　秀寿 4,237 ㎡

160 久保第4地割51－3 三浦　秀寿 2,758 ㎡

161 久保第4地割５３－１ 三浦　秀寿 3,690 ㎡

162 久保第4地割55－1 三浦　秀寿 1,050 ㎡

163 久保第4地割５６－１ 三浦　秀寿 4,940 ㎡

164 久保第4地割58－2 三浦　秀寿 38 ㎡

165 久保第4地割58－3 三浦　秀寿 55 ㎡

166 久保第4地割58－4 三浦　秀寿 56 ㎡

167 久保第4地割63－1 三浦　秀寿 412 ㎡

168 久保第4地割63－2 三浦　秀寿 4,874 ㎡

169 久保第5地割30－1 三浦　秀寿 1,064 ㎡

170 久保第5地割71 三浦　秀寿 1,660 ㎡

171 久保第5地割85 三浦　秀寿 8,349 ㎡

172 久保第5地割88－1 三浦　秀寿 957 ㎡

173 久保第4地割68－1 三浦　芳夫 2,817 ㎡

174 久保第4地割７１－１ 三浦　芳夫 1,899 ㎡

175 久保第5地割12－23 三浦　芳夫 6,131 ㎡

176 久保第5地割12－31 三浦　芳夫 1,600 ㎡

177 久保第5地割5－5 十和田　守 1,947 ㎡

178 久保第5地割5－7 十和田　守 1,788 ㎡

179 久保第5地割5－14 十和田　守 2,407 ㎡

180 久保第5地割5－16 十和田　守 1,067 ㎡

181 久保第5地割5－17 十和田　守 1,056 ㎡

182 久保第7地割9－1 十和田　守 1,474 ㎡

183 久保第7地割9－3 十和田　守 134 ㎡

184 久保第7地割239－2 十和田　守 643 ㎡

185 久保第7地割240 十和田　守 1,526 ㎡

186 久保第7地割241 十和田　守 1,556 ㎡

187 久保第6地割48 十和田　一英 837 ㎡

188 久保第6地割50－1 十和田　一英 48,009 ㎡
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189 久保第6地割50－31 十和田　一英 2,171 ㎡

190 久保第7地割16 十和田　一英 1,171 ㎡

191 久保第7地割18－1 十和田　一英 976 ㎡

192 久保第7地割21 十和田　一英 3,163 ㎡

193 久保第7地割258－2 十和田　一英 1,487 ㎡

194 久保第7地割259－1 十和田　一英 2,619 ㎡

195 久保第6地割209－2 橋本　勇 1,448 ㎡

196 久保第6地割210 橋本　勇 2,093 ㎡

197 久保第6地割211 橋本　勇 1,929 ㎡

198 久保第4地割56－3 三浦　英一 12 ㎡

199 久保第4地割57－1 三浦　英一 580 ㎡

200 久保第4地割58－1 三浦　英一 3,564 ㎡

201 久保第4地割60－5 三浦　英一 104 ㎡

202 久保第5地割26 三浦　英一 2,707 ㎡

203 久保第7地割252－1 三浦　英一 1,746 ㎡

204 大字久保第5地割12－40 三浦　正美 1,441 ㎡

205 大字久保第6地割91－3 三浦　正美 7,811 ㎡

206 大字久保第6地割93－1 三浦　正美 115 ㎡

207 大字久保第6地割94－1 三浦　正美 2,732 ㎡

208 大字久保第6地割94－3 三浦　正美 78 ㎡

209

210

211

212

213

214

215

480,476 ㎡ 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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