件数

畑

17,500

22,900

4,900

20 件
田

20,100

28,200

13,200

70 件

焼き芋が食べたい季節です

最低額

親水広場内 ︵水の館１階︶にある我孫子農産
物直売所﹁あびこん﹂︵高野山新田１９３番地︶で
は︑季節によって少し変わりますが︑年間を通し
１００種類以上の市内で作付けられた野菜を提供していま
す︒私も﹁とうもろこしや里芋︑トマトなど﹂を出荷して
人

おりますが︑売り場で﹁おいしかった﹂などと声をかけら
れることもあり︑たいへん励みになります︒トマトも

〒270-1146
我孫子市高野山新田 193
☎04-7185-1483（直通）

編集後記
我孫子市は今年７月で市制

周年を迎え

ました︒しかしながら︑ 年に一度の大雨︑
巨大台風などによる自然災害が甚大化して
います︒また︑新型コロナウィルス感染症
の影響により全国で新しい生活様式に変
わってきております︒
委員会活動も感染防止を第一に活動をし

号では農地をめぐる

ております︒農業に関わるイベント等も中
止になり残念です︒
農業委員会だより

すようご祈念いたします︒
田村星寿

令和３年が皆様にとって良い年で有りま

ますので一読いただけると幸いです︒

びこん﹂の旬野菜の紹介等を掲載しており

課題の取り組み︑新規就農者︑直売所﹁あ

32

ほどの方が出荷していて味にそれぞれ特徴があります︒
また︑我孫子の大地では以前は作られていない新しい野
菜作りにチャレンジしている方もいて︑とても刺激にもな
ります︒
季節ごとの珍しい野菜の料理レシピなども用意され興味
深いです︒

我孫子市農業委員会

50

【編集委員】

冬は︑焼き芋が食べたい季節です︒あびこんでは︑主に
﹁ねっとり系﹂甘い焼き芋をご提供しています︒品種も様々
で日によって変わります︒紅はるか︑紅あずま︑安納芋は︑

ます︒
最後に︑就農者が増

最高額

※金額は算出結果を四捨五入（100 円単位）した値
※賃借料を米で物納している場合は、60kg 当たり14,100 円に換算

いは学生時代で︑もう

年以上になるそうです︒

とのことをお聴きし︑心がジーンとしました︒二人の出会

と︑﹁自 然 と お 互 い を 思 い や れ る 関 係 に な れ る の で 良 い﹂

した︒そこで︑夫婦で農業をやることについてお伺いする

たりにし︑野菜への愛や思いやりのこころを最初に感じま

古利根沼近くの菜園で森夫妻が育てている野菜を目の当

渡邊 一郎

えて不耕作地が減るこ
とや多くの方が直売所
﹁あ び こ ん﹂を 利 用 さ

香取 典男
推進委員

れることを願っており

渡邊一郎編集委員

ます︒
担当

今回の情報は、平成３１年４月から令和２年３月までに締結（公告）された農地の賃貸借契約の情報です。
この賃借料情報は、あくまで相対の契約事例ですのでご了承下さい。

10 アール当たりの年間賃借料（円） 参考として提供

〜ピーマン収穫中の森大樹さん・佳恵さん〜

田村 星寿

生芋での販売も行なっています︒

発行・編集

50

誠
成島
農業委員

平均額
も健康になることと思います︒

られた野菜を食べたら︑きっと気持ちが温かく︑心も身体

出荷場所は︑わくわく広場です︒愛情込めて大切に育て

頑張って続けていくことだそうです︒

売所の店員さん︑行政職員に恩返しをするためにも農業を

そして︑畑を貸してくれた地権者さんや農業の先輩︑直

野菜づくりをしていくそうです︒

農業経営を行うための挑戦と勉強をして︑優しさあふれる

今後の目標や夢は︑時間︑生計︑心のバランスのとれた

白菜︑人参など多品目を露地栽培しています︒

の調和を考え︑ケール︑ピーマン︑なす︑枝豆︑ブロッコリー︑

現在︑３か所７反の畑でそれぞれの地域の特性と地域と

す︒

づくりをしている農家さんから様々なことを学んだそうで

業大学校に２年学び︑その在学中に我孫子の４人のトマト

大樹さんは︑大学で農学部を専攻し︑前職を退職後︑農

の成長や変化に心がおどる﹂とおっしゃっていました︒

子供の笑い声や健康生活が足し算された﹂
︑﹁野菜たちの日々

たから﹂ということです︒農業に転身して﹁家族の団らん︑

食育にもなり︑自然との関わりを持たせられて良いと考え

農業をはじめたきっかけは︑
﹁野菜づくりが子供にとって

20

農地の賃借料情報の提供（2019 年度分）

優しさあふれる野菜づくり

頑張れ！新規就農１年生

全域

区分
区域

10

また︑新規就農者が作られたおいしい野菜も店頭に並ん

令和 2 年 12 月 15 日

でいて︑市と連携のもと耕作放棄地の解消にも貢献してい

第 32 号
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委員の活 動

◆特定生産緑地の最終意向調査票及び指定同意書の提出のお願い◆
我孫子市では、平成４年に生産緑地地区に指定した生産緑地の所有者に対し、令和２年７月１日付け
で「特定生産緑地指定手続きの状況及び個別相談等の実施について」を送付し、指定手続きについて
周知しました。
そして、本年９月に特定生産緑地の指定方針を、10 月に指定基準を策定したことから、１１月に「特
定生産緑地の指定に関する最終意向調査の実施及び指定同意書の提出について（依頼）」を所有者に

遊休農地の再生を進めよう！
市内の農地の約３％、約 40 ヘクタールの農地が耕作放棄されています。（栽培管
理や保全管理を適切に実施していない低利用農地「2 号遊休農地」約 2ha も含む）
遊休農地は、放っておくと法的措置がとられます。（農地法第 32 条〜 44 条）

送付しています。
最終意向調査票（全ての所有者）及び特定生産緑地指定同意書（指定を希望する所有者のみ）の
最終提出期限は令和３年１１月末日ですが、生産緑地所有者は、市の送付資料を確認し、提出期間内
に早めに市の都市計画課に提出して下さい。
特定生産緑地の指定は、法令により当初指定から 30 年が経過する令和 4 年 11 月 24 日までに行う

農業委員会は、毎年 1 回地域内の全農地の利用状況を調査し、
「遊休農地」と「遊
休化のおそれのある農地」を把握した場合には、その所有者を対象に「利用意向
調査」等を行います。

こととされており、30 年経過後は特定生産緑地として指定できません。指定手続きについてご不明な
点はお早めに、☎０４−７１８５−１１１１市役所：都市計画課へお問い合わせ下さい。

毎年 1 月 1 日現在の農地の耕作状況
や所有農機具などの実態調査を実施して
農地の権利移動手続きや諸証明の発
行手続き等の際に重要な役割を持ちます
ので、必ず提出いただきますようお願い
致します。
提出期限は 1 月 12 日（火）です。

80

歳まで保証付﹂

います。

80

歳前に亡くなられた場合で

提出は 1 月 12 日までに

農業委員と推進委員が若手農業者を中心に年金加入促進の
※
戸別訪問実施中

（農地の耕作状況等に関する申告）

歳到達月まで受け取れる予定だった農業者老齢

農地等の実態調査

80

◎ポイント

月 700 円

①月額２万円からの﹁積み立て方式﹂＝自分が将来受け取る年金の

・購読料

毎週金曜日

原資を自分自身で積み立てる方式だから︑少子高齢でも安心︒

行

②終身年金で生きている間は一生受け取れます︒

・発

も︑死亡した月の翌月から

は農業委員会事務局までお願いします。

年金の現在価値に相当する額が遺族に支給されます︒＝﹁

が満載です。申し込みは、農業委員又

③保険料は全額社会保険料控除で節税に！ ＝﹁老後の備えをしながら節税﹂

で、農業経営や農家の暮らしの情報など

必要加入期間は１ヶ月︒続けられなくなったら任意脱退できる︑脱退一時金
※
はなく︑積み立てた保険料は将来年金として支給︒

全国農業新聞は、農家のための新聞

安心の農業者年金に加入を !!

︽知らないと損する農業者年金のはなし︾

全国農業新聞の購読を

（2）

第 1 地区の
農地パトロールの様子
当該地区は、水田が広がり稲作が
さかんに行われていますが、畑の
一部が耕作放棄され、周りの優良
農地に悪影響を及ぼしています。

1 号遊休農地
A 分類：再生利用が可能な
荒廃農地
約 27ｈａ＝市内全体

第 2 地区の
農地パトロールの様子
山林や原野化すると有害鳥獣
の棲み家となり、さらに荒廃
のおそれがあります。

B 分類：通常の農作業では、
再生利用が困難と思われる
荒廃農地
約 11ha＝市内全体

我孫子市農業委員会だより

（3）
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《令和３年》農地の貸し借り・売り買いや転用等の審査等予定日
総会開催予定日

１月 13 日（水）

７月２日（金）

７月 ９日（金）

２月３日（水）

２月 10 日（水）

８月２日（月）

８月 ６日（金）

３月５日（金）

３月 12 日（金）

９月３日（金）

９月 10 日（金）

４月２日（金）

４月 ９ 日（金）

10 月 ５日（火） 10 月 12 日（火）

５月７日（金）

５月 13 日（木）

11 月 ２日（火） 11 月 ９ 日（火）

６月３日（木）

６月 10 日（木）

12 月 ３日（金） 12 月 10 日（金）

21

日から

１月６日（水）

25

許可申請の受付期間は︑毎月
※

調査会予定日

日です︒ただし︑閉庁日は除く︒

総会開催予定日

受付期間前に事前相談をお願いします︒
※

調査会予定日

我孫子市農業委員会だより

令和 2 年 12 月 15 日

農地をめぐる課題

◆◆◆ ◆

（4）

稲作の病害虫の防除 ◆◆◆◆

＊費用の一部を市が補助・・・次年度も補助を継続する予定
水田無人航空機防除対策は、2005 年を最後に農薬の空中散布を中止してきましたが、年々増加する
水稲へのカメムシなどによる病害虫被害の抑制を図るため、小型無人航空機による利根川沿いの農地を
対象とした農薬空中散布に係る費用（散布委託経費、散布に使用する農薬購入経費、無人航空機購入
経費）の一部を市が補助しました。
2020 年は、７月 19 日と 23 日・24 日に、久寺家、古戸、江蔵地・北郷地区の約 95 ヘクタールにおいて、
各地区防除組合によるラジコンヘリを使用した空中散布が実施されました。また、個人散布もドローンを
使用し、約 30 ヘクタールの水田で実施されました。
当日は、市農政課も現場に立ち会い、低空による散布、農薬の周辺への飛散状況、ピンポイントでの
散布など過去の有人航空機による空中散布に比べ安全であることを確認しました。

◆農地に関する相談は、農業委員・推進委員まで！！

現在、収穫後の収量や一等米比率等、空中散布における効果の検証を行っています。

農業委員と農地利用最適化推進委員の担当区域一覧表
（各委員欄内

農業委員

大炊 三枝子
川村 泉治
成島 誠

大井 栄一
嶺岸 勝志
中野

栄

宮久保 勝

農地利用最適化
推進委員

川口 浩

相馬 英里
香取 典男
渡邊 一郎
加賀 文志

増田 誠治

担
{ 第１区域 } 布施
根戸新田
並木

布施下

呼塚新田

天王台

柴崎

船戸

中峠台

都部新田

中峠（上）

域

久寺家

白山

本町

日の出

高野山

下沼田

台田

青山台

南青山

緑

つくし野
寿

青山

高野山新田

都部村新田

{ 第３区域 } 中峠（下） 中里
中沼田

区

北新田

柴崎台

{ 第２区域 } 我孫子新田
岡発戸新田

当

古戸

50 音順）

岡発戸
日秀

我孫子

東我孫子

都部

栄

泉

下ヶ戸

湖北台

中里新田

根戸

上沼田

日秀新田

【ドローンによる空中散布の様子】

◆◆◆ ◆

【防除組合で使用したラジコンヘリ】

国営総合農地防災事業 ◆◆◆◆

手賀沼流域は、昭和 21 年〜 43 年度に、手賀沼干拓土地改良事業により沼を埋め立て水田が造成され
田村 星寿
根本 博

三須 清一

齊藤 剛廣
長島 操

{ 第４区域 } 新木

布佐平和台
布佐酉町

新木野

都

大作新田
相島

南新木

浅間前

相島新田

新木下

浅間前新田
布佐下新田

新木村下
布佐

江蔵地

布佐１丁目

三河屋新田

新々田

るとともに、揚水機場と排水機場を整備し、県内でも有数の穀倉地帯になり、併せて、農地や宅地の洪
水被害を防いできました。しかし、近年の流域開発に伴い、雨水が地下に浸透せずに、短時間で手賀沼
に流れ込むようになり、従来の排水施設では能力が不足し、台風や大雨によって農地の浸水被害が発生
しています。また、手賀沼周辺の地盤沈下の影響で農業用水の取水や排水に支障がでています。

｛委員の活動紹介｝ 成島 誠 委員
私は、久寺家地区の農地の耕作放棄防止及び解消
のために、定期的な農地パトロールの実施と農地の
相談に力を入れています。今年度は、耕作されてい
ない 1.0 ヘクタール以上ある畑を野菜作りの拡大を進
めている新規就農者２組に利用調整を行いました。
今後も荒廃の恐れのある農地を防止するための情報
収集に努めてまいりたいと考えております。

今年から耕作が再開された農地

このため、排水機場、排水路等を改修し、施設の機能を回復することで、農地の湛水被害を防止する
とともに、農業用水の安定供給を確保し、農業生産性の維持及び農業経営の安定を図るため、令和３年
度から関東農政局が主体となって、千葉県、関係９市、千葉県手賀沼土地改良区とともに国営総合農地
防災事業を行います。
令和３年３月より土地改良法に基づき、関係する受益者の方に対し当該事業
の実施に対する同意徴収を行う予定ですのでご理解・ご協力お願いします。

担当課：我孫子市役所

農政課

我孫子市農業委員会だより
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各地区防除組合によるラジコンヘリを使用した空中散布が実施されました。また、個人散布もドローンを
使用し、約 30 ヘクタールの水田で実施されました。
当日は、市農政課も現場に立ち会い、低空による散布、農薬の周辺への飛散状況、ピンポイントでの
散布など過去の有人航空機による空中散布に比べ安全であることを確認しました。

◆農地に関する相談は、農業委員・推進委員まで！！

現在、収穫後の収量や一等米比率等、空中散布における効果の検証を行っています。

農業委員と農地利用最適化推進委員の担当区域一覧表
（各委員欄内

農業委員

大炊 三枝子
川村 泉治
成島 誠

大井 栄一
嶺岸 勝志
中野

栄

宮久保 勝

農地利用最適化
推進委員

川口 浩

相馬 英里
香取 典男
渡邊 一郎
加賀 文志

増田 誠治

担
{ 第１区域 } 布施
根戸新田
並木

布施下

呼塚新田

天王台

柴崎

船戸

中峠台

都部新田

中峠（上）

域

久寺家

白山

本町

日の出

高野山

下沼田

台田

青山台

南青山

緑

つくし野
寿

青山

高野山新田

都部村新田

{ 第３区域 } 中峠（下） 中里
中沼田

区

北新田

柴崎台

{ 第２区域 } 我孫子新田
岡発戸新田

当

古戸

50 音順）

岡発戸
日秀

我孫子

東我孫子

都部

栄

泉

下ヶ戸

湖北台

中里新田

根戸

上沼田

日秀新田

【ドローンによる空中散布の様子】

◆◆◆ ◆

【防除組合で使用したラジコンヘリ】

国営総合農地防災事業 ◆◆◆◆

手賀沼流域は、昭和 21 年〜 43 年度に、手賀沼干拓土地改良事業により沼を埋め立て水田が造成され
田村 星寿
根本 博

三須 清一

齊藤 剛廣
長島 操

{ 第４区域 } 新木

布佐平和台
布佐酉町

新木野

都

大作新田
相島

南新木

浅間前

相島新田

新木下

浅間前新田
布佐下新田

新木村下
布佐

江蔵地

布佐１丁目

三河屋新田

新々田

るとともに、揚水機場と排水機場を整備し、県内でも有数の穀倉地帯になり、併せて、農地や宅地の洪
水被害を防いできました。しかし、近年の流域開発に伴い、雨水が地下に浸透せずに、短時間で手賀沼
に流れ込むようになり、従来の排水施設では能力が不足し、台風や大雨によって農地の浸水被害が発生
しています。また、手賀沼周辺の地盤沈下の影響で農業用水の取水や排水に支障がでています。

｛委員の活動紹介｝ 成島 誠 委員
私は、久寺家地区の農地の耕作放棄防止及び解消
のために、定期的な農地パトロールの実施と農地の
相談に力を入れています。今年度は、耕作されてい
ない 1.0 ヘクタール以上ある畑を野菜作りの拡大を進
めている新規就農者２組に利用調整を行いました。
今後も荒廃の恐れのある農地を防止するための情報
収集に努めてまいりたいと考えております。

今年から耕作が再開された農地

このため、排水機場、排水路等を改修し、施設の機能を回復することで、農地の湛水被害を防止する
とともに、農業用水の安定供給を確保し、農業生産性の維持及び農業経営の安定を図るため、令和３年
度から関東農政局が主体となって、千葉県、関係９市、千葉県手賀沼土地改良区とともに国営総合農地
防災事業を行います。
令和３年３月より土地改良法に基づき、関係する受益者の方に対し当該事業
の実施に対する同意徴収を行う予定ですのでご理解・ご協力お願いします。

担当課：我孫子市役所

農政課

我孫子市農業委員会だより
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委員の活 動

◆特定生産緑地の最終意向調査票及び指定同意書の提出のお願い◆
我孫子市では、平成４年に生産緑地地区に指定した生産緑地の所有者に対し、令和２年７月１日付け
で「特定生産緑地指定手続きの状況及び個別相談等の実施について」を送付し、指定手続きについて
周知しました。
そして、本年９月に特定生産緑地の指定方針を、10 月に指定基準を策定したことから、１１月に「特
定生産緑地の指定に関する最終意向調査の実施及び指定同意書の提出について（依頼）」を所有者に

遊休農地の再生を進めよう！
市内の農地の約３％、約 40 ヘクタールの農地が耕作放棄されています。（栽培管
理や保全管理を適切に実施していない低利用農地「2 号遊休農地」約 2ha も含む）
遊休農地は、放っておくと法的措置がとられます。（農地法第 32 条〜 44 条）

送付しています。
最終意向調査票（全ての所有者）及び特定生産緑地指定同意書（指定を希望する所有者のみ）の
最終提出期限は令和３年１１月末日ですが、生産緑地所有者は、市の送付資料を確認し、提出期間内
に早めに市の都市計画課に提出して下さい。
特定生産緑地の指定は、法令により当初指定から 30 年が経過する令和 4 年 11 月 24 日までに行う

農業委員会は、毎年 1 回地域内の全農地の利用状況を調査し、
「遊休農地」と「遊
休化のおそれのある農地」を把握した場合には、その所有者を対象に「利用意向
調査」等を行います。

こととされており、30 年経過後は特定生産緑地として指定できません。指定手続きについてご不明な
点はお早めに、☎０４−７１８５−１１１１市役所：都市計画課へお問い合わせ下さい。

毎年 1 月 1 日現在の農地の耕作状況
や所有農機具などの実態調査を実施して
農地の権利移動手続きや諸証明の発
行手続き等の際に重要な役割を持ちます
ので、必ず提出いただきますようお願い
致します。
提出期限は 1 月 12 日（火）です。

80

歳まで保証付﹂

います。

80

歳前に亡くなられた場合で

提出は 1 月 12 日までに

農業委員と推進委員が若手農業者を中心に年金加入促進の
※
戸別訪問実施中

（農地の耕作状況等に関する申告）

歳到達月まで受け取れる予定だった農業者老齢

農地等の実態調査

80

◎ポイント

月 700 円

①月額２万円からの﹁積み立て方式﹂＝自分が将来受け取る年金の

・購読料

毎週金曜日

原資を自分自身で積み立てる方式だから︑少子高齢でも安心︒

行

②終身年金で生きている間は一生受け取れます︒

・発

も︑死亡した月の翌月から

は農業委員会事務局までお願いします。

年金の現在価値に相当する額が遺族に支給されます︒＝﹁

が満載です。申し込みは、農業委員又

③保険料は全額社会保険料控除で節税に！ ＝﹁老後の備えをしながら節税﹂

で、農業経営や農家の暮らしの情報など

必要加入期間は１ヶ月︒続けられなくなったら任意脱退できる︑脱退一時金
※
はなく︑積み立てた保険料は将来年金として支給︒

全国農業新聞は、農家のための新聞

安心の農業者年金に加入を !!

︽知らないと損する農業者年金のはなし︾

全国農業新聞の購読を

（2）

第 1 地区の
農地パトロールの様子
当該地区は、水田が広がり稲作が
さかんに行われていますが、畑の
一部が耕作放棄され、周りの優良
農地に悪影響を及ぼしています。

1 号遊休農地
A 分類：再生利用が可能な
荒廃農地
約 27ｈａ＝市内全体

第 2 地区の
農地パトロールの様子
山林や原野化すると有害鳥獣
の棲み家となり、さらに荒廃
のおそれがあります。

B 分類：通常の農作業では、
再生利用が困難と思われる
荒廃農地
約 11ha＝市内全体

件数

畑

17,500

22,900

4,900

20 件
田

20,100

28,200

13,200

70 件

焼き芋が食べたい季節です

最低額

親水広場内 ︵水の館１階︶にある我孫子農産
物直売所﹁あびこん﹂︵高野山新田１９３番地︶で
は︑季節によって少し変わりますが︑年間を通し
１００種類以上の市内で作付けられた野菜を提供していま
す︒私も﹁とうもろこしや里芋︑トマトなど﹂を出荷して
人

おりますが︑売り場で﹁おいしかった﹂などと声をかけら
れることもあり︑たいへん励みになります︒トマトも

〒270-1146
我孫子市高野山新田 193
☎04-7185-1483（直通）

編集後記
我孫子市は今年７月で市制

周年を迎え

ました︒しかしながら︑ 年に一度の大雨︑
巨大台風などによる自然災害が甚大化して
います︒また︑新型コロナウィルス感染症
の影響により全国で新しい生活様式に変
わってきております︒
委員会活動も感染防止を第一に活動をし

号では農地をめぐる

ております︒農業に関わるイベント等も中
止になり残念です︒
農業委員会だより

すようご祈念いたします︒
田村星寿

令和３年が皆様にとって良い年で有りま

ますので一読いただけると幸いです︒

びこん﹂の旬野菜の紹介等を掲載しており

課題の取り組み︑新規就農者︑直売所﹁あ

32

ほどの方が出荷していて味にそれぞれ特徴があります︒
また︑我孫子の大地では以前は作られていない新しい野
菜作りにチャレンジしている方もいて︑とても刺激にもな
ります︒
季節ごとの珍しい野菜の料理レシピなども用意され興味
深いです︒

我孫子市農業委員会

50

【編集委員】

冬は︑焼き芋が食べたい季節です︒あびこんでは︑主に
﹁ねっとり系﹂甘い焼き芋をご提供しています︒品種も様々
で日によって変わります︒紅はるか︑紅あずま︑安納芋は︑

ます︒
最後に︑就農者が増

最高額

※金額は算出結果を四捨五入（100 円単位）した値
※賃借料を米で物納している場合は、60kg 当たり14,100 円に換算

いは学生時代で︑もう

年以上になるそうです︒

とのことをお聴きし︑心がジーンとしました︒二人の出会

と︑﹁自 然 と お 互 い を 思 い や れ る 関 係 に な れ る の で 良 い﹂

した︒そこで︑夫婦で農業をやることについてお伺いする

たりにし︑野菜への愛や思いやりのこころを最初に感じま

古利根沼近くの菜園で森夫妻が育てている野菜を目の当

渡邊 一郎

えて不耕作地が減るこ
とや多くの方が直売所
﹁あ び こ ん﹂を 利 用 さ

香取 典男
推進委員

れることを願っており

渡邊一郎編集委員

ます︒
担当

今回の情報は、平成３１年４月から令和２年３月までに締結（公告）された農地の賃貸借契約の情報です。
この賃借料情報は、あくまで相対の契約事例ですのでご了承下さい。

10 アール当たりの年間賃借料（円） 参考として提供

〜ピーマン収穫中の森大樹さん・佳恵さん〜

田村 星寿

生芋での販売も行なっています︒

発行・編集

50

誠
成島
農業委員

平均額
も健康になることと思います︒

られた野菜を食べたら︑きっと気持ちが温かく︑心も身体

出荷場所は︑わくわく広場です︒愛情込めて大切に育て

頑張って続けていくことだそうです︒

売所の店員さん︑行政職員に恩返しをするためにも農業を

そして︑畑を貸してくれた地権者さんや農業の先輩︑直

野菜づくりをしていくそうです︒

農業経営を行うための挑戦と勉強をして︑優しさあふれる

今後の目標や夢は︑時間︑生計︑心のバランスのとれた

白菜︑人参など多品目を露地栽培しています︒

の調和を考え︑ケール︑ピーマン︑なす︑枝豆︑ブロッコリー︑

現在︑３か所７反の畑でそれぞれの地域の特性と地域と

す︒

づくりをしている農家さんから様々なことを学んだそうで

業大学校に２年学び︑その在学中に我孫子の４人のトマト

大樹さんは︑大学で農学部を専攻し︑前職を退職後︑農

の成長や変化に心がおどる﹂とおっしゃっていました︒

子供の笑い声や健康生活が足し算された﹂
︑﹁野菜たちの日々

たから﹂ということです︒農業に転身して﹁家族の団らん︑

食育にもなり︑自然との関わりを持たせられて良いと考え

農業をはじめたきっかけは︑
﹁野菜づくりが子供にとって

20

農地の賃借料情報の提供（2019 年度分）

優しさあふれる野菜づくり

頑張れ！新規就農１年生

全域

区分
区域

10

また︑新規就農者が作られたおいしい野菜も店頭に並ん

令和 2 年 12 月 15 日

でいて︑市と連携のもと耕作放棄地の解消にも貢献してい

第 32 号
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