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桜川市の概要

桜川市章 City emblem 

３つの花びらは２町１村を、中央の
濃い青は筑波山、うすい青は市名の
由来にもなった市内を流れる桜川を
表しています。桜・山・川は市のシ
ンボルです。

雨引観音 真壁のひなまつり 国指定真壁城址

筑波山と田園

真壁の町並み

高峯のヤマザクラ

石燈籠

市内を流れる桜川

常陸秋そば

○桜川市は関東の名山、筑波山の裾野に広がる美しい田園風景と歴史的な古い町並みとヤマザクラの里

○人口は４月１日現在、42,643人、平成１７年１０月に旧岩瀬町、旧大和村、旧真壁町が合併し桜川市が誕生

○市の面積は180.06k㎡、首都東京からは70㎞。高速道路は北関東自動車道、桜川筑西インター

○最寄駅はＪＲ水戸線岩瀬駅、羽黒駅、大和駅の３駅。東京からは東北線、常磐線で２時間

○江戸時代から続く石材業は、愛知県岡崎、香川県庵治、茨城県真壁の日本石材三大産地で、真壁石燈籠は伝統的工芸品

○農業は水稲を中心に、日本有数な生産地の「小玉スイカ」ほか、きゅうり、そばの栽培がさかん

○市内の見どころは、安産・子育て祈願の雨引観音、重伝建の古い町並み、「真壁のひなまつり」、天然記念物のヤマザクラ
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桜川市の農業と農業委員会の概要

１．農業の概要

農地台帳面積 5,260ｈａ （田3,250ｈａ・畑2,010ｈａ）

総農家数 2,440戸 （認定農業者280人）

◆小玉スイカ生産地（県銘柄産地指定）

２．農業委員の現状 法改正前２７名 改正後１８名

農業委員数１８名 H27.9.4改正法の公布を受け、議会の同意を得て臨時総会で市長が任命。

◆平成２８年４月５日 臨時総会にて市長が任命書交付(任期 H28年4月1日～H31年3月31日）

◆認定農業者11名（うち女性２名、青年１名）、女性３名、利害なし１名、一般５名

３．農地利用最適化推進委員の現状 法改正前 ０名 改正後３３名

推進委員数３３名 平成２８年４月５日臨時総会後に新農業委員会会長が委嘱。

◆推進委員は元農業委員、現役区長、元区長、元市職員、元ＪＡ職員など多彩な顔ぶれです

４．事務局体制

局長１名、グループ長１名、主幹１名、主事１名、行政専門員（再任用）２名 計６名

◆条例で定数は６名 再任用職員は週４日勤務 です
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桜川市の活動状況
（改正農業委員会法 施行後）

１．農業委員・農地利用最適化推進研修会

◆農林振興公社、県西農林事務所に講師依頼し、農業委員、推進委員の役割等について研修

Ｈ28年度 4月28日 農地中間管理事業研修会

5月11日 新任農業委員及び農地利用最適化推進委員研修

H29年度 5月25日 農業委員及び農地利用最適化推進委員研修

◆茨城県農業会議主催の研修会に参加

Ｈ28年度 7月８日 農地集積・集約化の推進に関する研修会

Ｈ29年度 7月14日・8月23日 〃

◆農林振興公社主催の研修に農業委員、農地利用最適化推進委員が参加

Ｈ２８年11月25日 荒廃農地判断基準研修会

２．農地パトロール

Ｈ28年度 5月26日～７月24日

10月26日～11月24日 →農地パトロール（2回）

Ｈ29年度 6月27日～7月24日

◆農業委員、推進委員を１７の班に編成し、各地区の農地パトロールを実施した

３．農地パトロール報告会

Ｈ28年度 9月26日・Ｈ29年1月25日 →報告会を実施

Ｈ29年度 10月25日 →報告会を実施

◆各地区の現状や取組について推進員１７名が報告を行った。報告時間は各班５分
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推進委員の活動状況

１．桜川市真壁地区 全国農業新聞平成29年3月31日掲載

○説明会を自ら計画

Ｈ28年7月16日 真壁地区田

Ｈ28年7月30日 真壁地区真壁

・説明会通知文及び説明会資料を自ら作成

・地元農業者に農地中間管理事業の周知を図る

・農地所有者と耕作者の状況を地図に色分けし現状を把握

→結果：2人の農家が農地中間管理機構に賛同し、集積集約化につなげた

２．桜川市岩瀬地区 全国農業新聞平成29年5月26日掲載

①経営の意向確認を地域担い手へ１軒１軒回る

→中間管理事業の説明会を行う

②７人の担い手に農地の集積

→集積率２５％が４７％へ 4



資料‐2

農地利用最適化推進委員
藤田恒男

具体的活動の流れ

1 担当地域内の説明会の開催

　　担当地域の農業者（地主・耕作者・農業に興味のある方）
　　に農地中間管理事業他のメリット情宣
　　近い将来も含めて、貸したい、借りたい、売りたいなどの意向調査

    ＊意向調査に基づき個別訪問

＊28年度は7月16日、7月30日、29年度は7月15日に地区説明会を実施しました

2 担当地域の基本図作成

　　耕作者ごとの色分けと地主の表示

＊地域の全体像が見えてきます

3 農地パトロール

　　耕作放棄地、違法転用などの実態調査を基本図に落とし込む
　　耕作放棄地の地主に対し個別訪問による意向調査

4 農地中間管理機構の活用促進

　　〇アンケートや事前相談などで、貸したい、売りたい等の話が詰まってきたら
　　　 機構と連携、受け手の出し手のマッチング
　　〇基本図で全体像をつかみ、この地区をどうするか、このまとまった耕作放棄地を
　　　 どうするか等の青写真ができたら、関係者と話し合い、機構と連携し活動する

＊ 活動には基礎データが必要　

　　〇一筆ごとの地主、耕作者の名簿、地目・面積・地番を記した地籍図
    〇農業振興地域、市街化区域、その他の区域のわかる図面
　　〇秘密保持契約もあります

＊　担当地域の農地全般を把握することが活動の基本です
　　 地主、耕作者が解らなければ、活動が制限されます

最適化推進委員の活動の流れ
平成30年6月29日



活動の結果 

 

２８年度 農地中間管理機構による集積    42a 

     特例事業による認農への農地売買  66a 

     （売主は約 40 万円の長期譲渡所得税の軽減、買い主は、所有権移転

登記費用の軽減を受けることができました。） 

 

２９年度 農地中間管理機構による集積    52a 

     以外の認定農業者への集積     30a 

     一般の農地売買による認農集積    6a 

 

現在抱えている問題点と機構との連携 

 

 ①地域集積について 

  〇担当地域内に、40 年以上前に土地改良したところがあります。 

   ここの設備の老朽化が目立ちます。 （機場、パイプラインの劣化他） 

   *全農地を機構に貸付、地域の負担をなくす努力をしています。（約 40ha） 

 

 ②まとまった耕作放棄地の解消について 

  〇農地パトロールの結果、まとまった耕作放棄地がありました。 

      A 分類  23 筆 12,375 ㎡  不作付地  30 筆 28,593 ㎡ 

      合計 40,963 ㎡ まばらな耕作地を含めると 78,131 ㎡ 

 

   解決策（全部機構に貸付土地改良するには 10ha 以上が要件） 

  〇隣接する他の地区まで拡大して土地改良事業をできないか。３案を提示

して地域の区長に相談しています。 

 

    耕作放棄地解消 牧草地として貸付 

    その間に集落の意見をまとめて土地改良を進める。 

 

③土地改良事業について（地権者調査同意 92.4％、筆同意率 96.6％） 

  稲葉会長がまとめている案件（33.9ha） 

  〇 不同意者に売買斡旋 

    二人の地主 4 筆 2,863 ㎡ 
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平成 29 年 6 月 日 

農家（耕作者及び農地所有者・農業に興味のある方）の皆さまへ 

 

桜川市農業委員会 
担当 農地利用最適化推進委員 

                     藤田恒男 
                 

 
下記の日程にて農地利用最適化の説明会を開催しますので、多くの農家の皆様

の参加をお待ちしております。特に地主の皆様には良い情報と思います。 
 
 

主な内容 
 

1 農地利用中間管理機構について 
      〇地域の農地を一定の条件を満たして貸し付ける場合、地域に 10

ａ当たり 10,000～15,000 円の協力金が出ます。 
      〇農地を貸し付けた場合、条件を満たせば 10ａ当たり 10,000～ 

20,000 円の協力金が出ます。  
      〇農地を売買した場合、条件を満たせば長期譲渡所得税（20％） 
       の軽減や登記費用の軽減を受けることができます。 

  〇その他、貸し手、借り手のメリット 
2 新規就農総合支援事業について 
3 その他 

今年度のメリット措置は 29 年 10 月末までに農業委員会の承認 
を得たものとなります。 

 
日  時  平成 29 年 7 月 15 日（土） 

          午後  2 時より 1 時間程度 
場  所  真壁福祉センター 山尾 604-1 

 
尚、今のメリット措置は平成 31 年度より廃止になるかもしれません。 

以 上 

資料‐４ 



平成 29 年 7 月 15 日 

説明会資料  農地利用最適化推進委員 藤田 
 
改正農業委員会法について（２８年４月施行） 
1 農地利用最適化が農業委員会の必須業務 
２農地利用最適化推進委員の新設 

＊ 桜川市の農業委員 １８名（従来２７名） 
＊ 農地利用最適化推進委員 ３３名（旧真壁地区１１名） 

 
農地利用最適化とは 
1 遊休農地の発生防止・解消   2 担い手への農地の利用集積    
3 新規就農や新規参入の促進    
 
農地利用最適化推進委員の具体的活動（現場活動） 
1 農地利用の現状把握（すべての農地の利用状況調査）  農地パトロール  
2 出し手の意向調査  相談会の開催 アンケートの実施 
3 担い手への農地の斡旋 
4 農地中間管理機構の活用促進 
 
農地利用中間管理機構（農地集積バンク） 
1 貸し手のメリット 
   貸付期間満了後は確実に貸し手に戻る 
   満了後継続して貸し出すことも可能 
   地代は機構から確実に支払われる 
   公的機関なので安心 
   

○地域集積協力金  10,000 円～15,000 ／ 10ａ  交付条件あり 
  ○経営転換協力金  10,000 円～20,000 ／ 10ａ  交付条件あり 
  ○耕作者集積協力金 10,000 円     ／ 10ａ  交付条件あり 
    

全農地を機構に 10 年以上貸し付けた場合固定資産税 1／2 に軽減 
   15 年以上で 5 年間 10 年以上で 3 年間 
2 担い手のメリット 
   長期借り入れで安定営農ができる 
   農地集約が可能となり作業効率、生産性が向上 
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   耕作が出来なくなった場合、機構が次の担い手を探す 
   地代は纏めて機構に支払うので個別に払う必要がない 
  
 ○農地の畦畔を取って区画を拡大 10 万円／10ａ 

  ○暗渠管の設置         15 万円／10ａ 
  実施要件 

 総事業費 200 万円以上である事、農業経営体 2 戸以上で取り組むこと 
 
3 特例事業（農地売買）    

登記などの手続きは公社が行う 
  ○公社に売る場合 
   譲渡所得の特別控除 800 万円（買入協議成立の場合 1,500 万円）が受け 

られます 
 
4 新規就農総合支援事業  （農業次世代人材投資資金） 

給付額 
 
○農業次世代人材投資資金（準備型） 県  年間１５０万円 

就農前の研修期間（2 年）の所得確保の給付金 
＊海外研修を行う場合は 1 年延長できる 
補助要件 
 ①就農予定時の年齢が原則４５歳未満 
 ②独立・自営就農、雇用就農又は親元での就農を目指すこと 
 ③県が認める研修機関・先進農家で概ね一年以上研修を受けること 
   ・農業教育機関（県立農大、実践学園、鯉淵学園など）の学生で就 

農希望者 
   ・先進農家、農業法人の研修生 

＊ 県が決定している研修先でないとうけられない 
＊ 研修終了後１年以内に就農しない場合及び給付期間の 1.5 倍（最

低２年）継続しない場合全額返還 
＊ 親元就農を目指すものが、研修終了後５年以内に経営継承するか

又は共同経営者にならなかった場合は全額返還 
 

○農業次世代人材投資資金（経営開始型）市町村 年間最大１５０万円 
農業経営を始めて間もない時期（最長５年間）の所得を確保する給付金 
 



補助要件 
 ①就農予定時の年齢が原則４５歳未満の認定新規就農者であること 
 ②独立・自営就農であること 
 ③人・農地プラン等に位置づけられていること又は農地中間管理機構か

ら農地を借り受けていること 
＊ 給付金を除いた本人の前年の所得が 350 万円を超えた場合は給付

停止 
＊ 農地の過半を親族から賃貸している場合において、5 年間の給付期

間中に所有権移転しなかった場合は全額返還 
    ○資金面支援 
      日本政策金融公庫 他 
       
 
    その他  耕作放棄地を農地として活用する取り組みに対する助成 



農地中間管理事業のメリット措置 
1 地域集積協力金 
    交付単価 10,000 円～15,000 円／10a 
交付条件  
機構への貸付割合 

  ① 地域内の農地の 20％超が機構に貸付けられていること 
地域内の農地は農業振興地域内の農地 最低 10ha の貸付要 

  ② 新規面積の割合 
       機構に貸し付ける農地のうち新たに担い手へ集積される農地の割 

合が 25%以上になること 
＊ 例 集落農地 200ha 内 100ha を機構に貸付 内 25ha が新

たな担い手に貸し付けられた場合、機構に貸し付けた 100ha
に地域集積協力金が支払われる 

＊ 機構に貸し付ける農地の新規分以外の農地とはすでに担い

手に集約されている農地 
2 経営転換協力金 
    交付単価 10,000 円～20,000 円／10a  上限 700,000 円／戸 
交付条件  
全ての自作地を 10 年以上機構に貸付、かつ農地が機構から担い手に貸付け 
られること 

＊ 全農地の貸付・対象農地・その他 
   ① 農業振興地域以外の農地、機構が借り受けない農地を除く 
   ② 農業振興地域内の自家用野菜畑など 10a 未満は自作可能 
   ③ リタイアの場合は農業振興地域内の全ての自作地を貸し付けること 

が条件(野菜畑も含む) 
      ④ 機構に貸し付けた日の 1 年前の時点から、地権者が所有権に基づい 

て自らが継続して耕作又は適正な管理をしている農地  
   ⑤ 貸し手は担い手を指定できるか  希望する旨を申込書に記入すれ 

ば参考にする 
   ⑥ 貸し手は賃料を現物(米何袋など)にすることも可能、ただし現物届は 
     担い手が行う 
 

3 耕作者集積協力金 
交付単価 10,000 円／10a  

 交付対象 
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  機構の借受農地に隣接する農地又は面的集積要件を満たす原則 2 筆以上の 
農地(交付対象農地)の機構への貸付に協力した農業者（地主） 

4 特例事業(農地売買) 
   譲渡所得の特別控除800万円(買入協議成立の場合1,500万円)が受けられ 
ます 

   売り手 長期譲渡所得税(20%)の軽減、 
   買い手  所有権移転登記費用の軽減(茨城県の場合) 
 
     ① 買い手を指定することは可能、買い手は機構に登録された担い 

手に限定されません。ただし農業委員会が買い手として認める 
必要があります  

          ② 買い手の制限 
       桜川市では購入する農地の面積を含め、201ａ以上耕作する必要 

がある（平均耕作面積） 
      注意 農地売買の場合必要経費として、売り手、買い手とも、売買価格 
      の 2.5%を機構に支払う必要があります 
 
   対象農地 農業振興地域 農用地区域内の農地であること 
   価  格 当事者間で決定する 



資料‐7

住所
氏名
電話

1 現在所有する農地は自作ですか、貸付ですか
① 自作 ② 貸付

2 ①自作の方について
今後５年以内に貸し付けの希望はありますか
① ある ② ない

①あるとお答えの方
貸したい農地

田・畑別 面積㎡ 貸付先（希望があれば）

3 1で②貸付とお答えの方
現在の貸付地

田・畑別 面積㎡

4 貸付料（賃料）について
１０ａ（1反）当り、どの程度が妥当と考えていますか

田の場合
３０キロ玄米何袋 ① 袋

以下は土地改良済の場合にお答えください
水代 ① 地主負担 ② 借主負担
土地改良負担金 ① 地主負担 ② 借主負担

畑の場合 ① 無料 ② 有料
（希望金額１０ａ当り　　　　　　　　）

5 今後、出来れば農地を処分（売る）したいと思いますか
① 思う ② 思わない

6 法人化、規模拡大などを考えている方は是非ご相談下さい

相談の希望があれば 農地利用最適化推進委員　　　藤田恒男
ご自宅にお伺いします 住所　　桜川市真壁町田
是非連絡してください 電話　　

貸付先所在地

アンケート

所在地


