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令和５年1月１日（2）第６１号 農業委員会だより

　　　　

農業体験研修のご紹介農業体験研修のご紹介

　今回紹介する研修は、宇部市、山陽小野田市、各市農業委員会、ＪＡ山口県宇部統括本部、山
口県美祢農林水産事務所で構成する宇部地区農業改良普及協議会が主催する研修で、進路選択の
一助とするため、宇部西高等学校の総合学科
の生徒のうち、農業大学校進学希望者、就農
に関心のある生徒を対象に、楠こもれびの郷 
農業研修施設 万農塾において、８月２５日と
２６日に実施したもので、５名の生徒さんが
参加しました。
　初日は講座受講後、作業実習として、
　アスパラガスの収穫、包装、出荷作業と自
走式草刈機とトラクターの操作を習い、２日
目は「万農塾」卒業後、楠で開業された、邑
岡さんの畑で、キュウリの収穫や脇芽の剪定
などの研修を受けました。
　邑岡さんは主に市内のスーパーマーケットなどに野菜を出荷されている方で、今回生徒さんが
収穫したキュウリもすぐに出荷されていきました。
　生徒の皆さん、今回の研修では、学校ではできないトラクターに乗れたことが一番良い体験に
なったそうで、その他の作業研修も仲良く熱心に取り組んでいました。
　将来が楽しみですね！
　おまけで、お昼のデザート用に収穫したスイカもおいしかったかな？



第６１号（3）令和５年1月１日 農業委員会だより

農業体験研修のご紹介農業体験研修のご紹介地域で頑張る担い手を紹介します。地域で頑張る担い手を紹介します。
～農事組合法人 ファーム１７～～農事組合法人 ファーム１７～～農事組合法人 ファーム１７～

　今回紹介するファーム１７は、小野地区で平成２５年創業の７６名の構成員からなる法人で、
主に水稲・小麦・キャベツ・トマト・大豆・子実トウモロコシを生産し、大型農機具を揃え、ド
ローンも活用し、効率化を図って販売額を年々増やしています。
　水稲は、酒用の「山田錦」、主食用高機能玄米の「金のいぶき」を生産しています。

　販売面では、土・日・祝日に小野花香にあります「アクトビレッジおの」内の「パン工房デメ
テル」にて、食パンやトマトを使った調理パン、トマトなどを販売しています。
　甘みが非常に強く、高品質なフルーツトマト・フルティカが小野の大山バス停そばの無人販売
店でよく売れているそうです。
　近年、新規就農者を３名雇用し、後継者の確保・育成を図って今後の生産体制の強化、規模拡
大、販路拡大、収益の向上などに取り組んでいます。
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令和５年1月１日（4）第６１号 農業委員会だより

「農業施策に関する要望書」を提出

　農業委員会では、農地の売買・賃貸借、転用に関する相談・許認可、担い手への農地の
利用集積・集約・あっせんの推進、違反転用等の農地パトロール、市長へ農業施策に関す
る要望活動を行っています。

　令和４年１０月３日(火)、
市長応接室において、篠﨑市
長に農業委員会から「令和５
年度宇部市農業施策に関する
要望書」を提出しました。
　農業振興対策２項目、農業
生産基盤対策２項目、担い手
確保対策２項目、有害鳥獣駆
除対策２項目、その他２項目
の合計１０項目の要望を行
い、要望事項の趣旨説明など
意見交換を行いました。　　

　農業委員会では、農業委
員・農地利用最適化推進委員
による農地パトロール（利用
状況調査）を毎年６～８月に
かけて実施しています。
　優良農地の確保と有効利用
に向けた取組として、農地の
実態把握と耕作放棄地発生防
止・解消対策、農地の無断転
用防止対策を重点に現地確認
を行います。ご協力をお願い
します。

農業委員会の活動農業委員会の活動

農地パトロール風景

篠﨑市長 原田会長



第６１号（5）令和５年1月１日 農業委員会だより

農地を相続したときは、農業委員会に届出が必要です！

農地転用は、農業委員会の許可が必要です！

農業に利用されない土地の地目の変更について

Ｑ１　なぜ必要か？
Ａ１

　農業委員会では、耕作放棄が十年以上経過し
潅木等が繁茂しているもので、農地として復旧
するために相当の費用、時間及び労力を要する
ものについては、「非農地証明申請」の手続き
を行っています。農業委員会において「非農
地」と認定されると「現況確認書」が発行さ
れ、法務局において、現況の地目に変更登記を
することができます。
　不動産登記法上でも、現況の地目に合わせて
地目変更登記をするよう定められています。
　上記のような状態の土地になっている農地を所有されている方は、農業委員会に相談
してください。

　農地法の改正により、相続などによる農地の権利取得を農業委員会がきちんと
把握し、農地の有効利用に努める必要があるからです。

　農地を宅地等、農地以外の目的に転用する場合、原則として農業委員会の許可を受けな
ければなりません。許可を受けないで無断で農地を転用した場合や許可の内容と異なる目
的に転用した場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がな
されることがあり、厳しい罰則の適用を受けることもあります。
　転用についての手続きや疑問は、農業委員会に相談してください。

Ｑ２　手続き方法は？
Ａ2 　相続登記が完了したら、農業委員会の窓口に「相続等による農地等の権利取得

届」が備え付けてありますので、ご記入の上、農業委員会にご提出ください。
　なお、届出書は宇部市ウェブサイトにも掲載してありますのでご利用下さい。

問合せ先
 〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号　宇部市農業委員会事務局 TEL 0836-34-8731
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令和５年1月１日（6）第６１号 農業委員会だより

（貸し手のメリット） （借り手のメリット）

●　利用権設定とは、経営規模を拡大するなど農地を借りたい農業者（借り手）と、農地
　を貸したい人（貸し手）の間で、農地法第３条の許可を受けずに農地賃貸借等の権利を
　設定することができる制度です。

●　手続き
利用権設定申出書を毎月15日（15日が閉庁日の場合は直後の開庁日）までに農業振興課

（本庁舎４階）、各市民センター又は北部総合支所市民生活課へ提出してください。
<様式>  宇部市公式ウェブサイト　ウェブ番号1006050（利用権設定）

●　利用権設定者（借り手）への助成金（宇部市農用地借受奨励助成金）
【対象農用地】　利用権設定を受けた農用地（地目が田又は畑）
【交付要件】　　１月１日から12月31日までに利用権設定を行った面積が10ａ以上で、かつ、
　　　　　　　　利用権設定後の経営面積が１５０ａ以上となるもの
【10ａ当たり交付単価】
【新規】 3年以上6年未満 　   5,000円  【再設定】3年以上6年未満　  3,000円
　　　　 6年以上10年未満　10,000円                    6年以上10年未満　7,000円
　　　　10年以上　        　 15,000円                 10年以上　              10,000円

・助成金算出上の農用地面積：登記簿面積
・助成金の端数処理　　 ：農用地１筆ごとに10㎡未満切り捨て

宇部市役所 産業経済部 農業振興課 農地活用・担い手係
宇部市常盤町一丁目７番１号　　TEL ０８３６－３４－８５６３
　E-mail：noushin@city.ube.yamaguchi.jp

★ 問合せ先 ★

利用権設定事業を活用しませんか？利用権設定事業を活用しませんか？

【補助事業】（耕作放棄地等の解消・作付を行う農業者への補助）
　〇耕作放棄地解消対策事業補助金
　〇耕作放棄地活用型機械・施設等整備事業補助金
　〇遊休農地作付推進事業補助金
　【宇部市公式ウェブサイト　ウェブ番号1006040（遊休農地の対策）】

耕作放棄地の再生、遊休農地の改善を支援します耕作放棄地の再生、遊休農地の改善を支援します

・貸付期間が終了すれば、自動
　的に地主に返還されます。
・不在地主でも貸すことができ
　ます。
・大切な農地をしっかりと管理
　してもらえます。

・農業経営規模の拡大、一体化が図れま
　す。
・借入期間中は安心して耕作できます。
・利用権の再設定により、期間満了後も
　継続して借りることができます。
・助成金がもらえる場合があります。



第６１号（7）令和５年1月１日 農業委員会だより

問合せ先 山口県農業共済組合　中部支所　TEL 083－972－2340

農業経営者

農地を貸したい！　農地を貸してほしい！　という方へ
農地中間管理機構の農地バンクを利用してはどうですか？

ただし、農地中間管理機構が借受ける農用地等には基準があります

のみなさん

野外焼却について

青色申告

青色申告を始めましょう
は国税庁の確定申告書等作成コーナーからマイナンバーカードを使って、

※青色申告を新たに始める方は、原則、その年の３月１５日までに所轄の税務署に「青色申告
承認申請書」を提出するか、マイナンバーカードを使って電子申請する必要があります。

　

収入保険に
加入できます！

・収入保険は農業収入の減少を広く補償します。
・加入申請時に青色申告の実績が１年分あれば加入できます。

・最高で６５万円の特別控除！・損失額の繰越しや繰戻しができる！　
・専従者の給与額を必要経費に算入できる！・農業経営基盤強化準備金制度が使える！

　

　ごみの焼却は原則禁止されていますが、例外として農業を営む上でやむを得ない稲わら
等の焼却は、法律上規制の対象外です。しかし、煙や悪臭が発生して近隣の生活環境に悪
影響を与える場合がありますので、野外焼却を行う際には、風向きや時間帯等、近隣住民
への御配慮をお願いします。
なお、事前に野外焼却について、最寄りの消防署へ「火災と紛らわしい煙又は火炎を発す
るおそれのある行為の届出書」を提出するか、又は電話して下さい。

連絡先（ 宇部中央消防署 ２１－６１１５、宇部西消防署 ４１－９６００、
　　　　 東部出張所 ５８－５１５５、北部出張所 ６２－０１１９、楠出張所 ６７－１２６０ )

　・山口県では、「公益財団法人やまぐち農林振興公社」が「山口県農地中間管理機構」とし  　
　　て、県知事から指定され、農地の借り受けや貸し付けを行っています。

　① 市街化区域以外の農用地等であること　② 再生不能と判断されている遊休農地など、農地と
　　 して利用することが著しく困難な農用地等でないこと　③ 借受希望者の応募状況からみて、
　　 経営体に貸付けることができる可能性が著しく低いと認められる農用地等でないこと

★ 問合せ先 ★ 公益財団法人やまぐち農林公社（農地中間管理事業部）
TEL  083－924－0067　

電子申請がおすすめ！　手書きや税務署に行く必要はありません！
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・不在地主でも貸すことができ
　ます。
・大切な農地をしっかりと管理
　してもらえます。

・農業経営規模の拡大、一体化が図れま
　す。
・借入期間中は安心して耕作できます。
・利用権の再設定により、期間満了後も
　継続して借りることができます。
・助成金がもらえる場合があります。



令和５年1月１日（8）第６１号 農業委員会だより

　

　

農家のための農業者年金!!

全国農業新聞を購読しませんか

問合せ先 宇部市農業委員会事務局 TEL 0836-34-8731

月４回金曜日発行。月 700 円、年 8,400 円 ( 消費税込 )　購読の申し込みは下記まで

★あなたの老後の備えは十分ですか？６０歳未満の国民年金の第１号被保険者（保険料の納付免
除を受けていない方）は、年間６０日以上農業に従事していれば、配偶者、後継者の方も加入で
きます。なお、年齢等の要件により、農業者年金の保険料に国の補助（政策支援）を受けられる
こともあります。農業者年金は、あなたの老後をサポートします。

問合せ先  （一社）山口県農業会議　〒753-0072  山口市大手町９－１１
ＴＥＬ ０８３－９２３－２１０２　ＵＲＬ http://y-kaigi.or.jp

★農業法人等のみなさん★
『農林水産省の雇用就農資金』を活用して
　みませんか

問合せ先

山口県農業協同組合宇部統括本部
TEL 0836-31-7611

宇部市農業委員会事務局
　TEL 0836-34-8731　

　雇用就農者の確保・育成を推進するため、就業希望者を新たに雇用する農業法人等に対
して資金を助成します。また、農業法人等がその職員等を次世代の経営者として育成する
ために国内外の先進的な農業法人や異業種の法人へ派遣して実施する研修を支援します。

雇用就農資金には以下の３タイプがあります。
（ア）　雇用就農者育成・独立支援タイプ　支援額：年間最大６０万円
（イ）　新法人設立支援タイプ　支援額：年間最大１２０万円
（ウ）　次世代経営者育成タイプ　支援額：月最大１０万円
※予算の都合により年度途中で募集が終了する場合があります。


