
農地のマッチング交流会＆相談会 小美玉市内を 9 地区に分け、 地区ごとに開催します

うちの農地、

これからどうする？

複数の地区に農地がある、 耕作しているという方は、

該当するすべての地区の交流相談にご参加ください。

 ▶補助や融資の活用を考えている方は必ずご参加を！

地区ごとに作る計画 「人・農地プラン」 の中で担い手 （中

心経営体） とならないと、 補助や融資の対象になれない

場合があります。

どんな人が参加できるの？

対象の地区に農地を持っている人、

耕作している人、 農地を拡大したい人です。

問い合わせ

農政課

☎0299-48-1111 （内線１１５８）

地区ごとに 「自分で耕作中

／貸し出し中」 「後継者がい

る／いない」 などの農地の

状況を地図で把握・共有し、

農業を拡大していきたい担

い手 （中心経営体） が今後

どのように農地を担っていく

か話し合います。

・ 将来的に空いてしまう農地ができるだけ無いように

・ 農地の集約や交換など今後の拡大に向けた情報共有

交流会＆相談会では何をするの？

農地を持て余している方と

農業を拡大していきたい担い手をつなぎます。
第１回　玉川地区

10 月 25 日 （月）　17：00 ～ 19：00

会場　玉川学習等共用施設（小美玉市下玉里 2058）

第２回　田余地区

参加方法開催日程

スケジュール

10 月 27 日 （水）　17：00 ～ 19：00

会場　玉川学習等共用施設（小美玉市下玉里 2058）

事前に申し込みが必要です。

開催日の前日までに次の方法

でお申し込みください。

①窓口

②電話

③インターネット

※前日以降の場合は①か②でお

申し込みください。

※当日でも残席があれば参加可能

■新型コロナ感染防止に

　 ご協力ください

●入館前の体調確認 ・体温測定

●マスク着用 ・こまめな手指消毒

詳しくは

市ホームページを

ご覧ください ▶
※第３回以降の開催日程は、 広報おみたまお知らせ版 ・市
ホームページでお知らせします。

※中止 ・延期となる場合があります。 その際はホームペー
ジでお知らせします。

１７：００～　地図を見ながら地区内の農地の状況を知る

１７：３０～　地域の農業相談役 「農業委員 ・ 推進委員」 や

　　　　　　　 今後の担い手となる方の紹介

１８：００～　農地のマッチング相談

　　　　　　　 ▶農地の賃借の制度を知りたい

　　　　　　　　 …事務局で相談に応じます

　　　　　　　 ▶担い手と受け手で相談したい

　　　　　　　　 …直接話し合える場を設けます

A

A

耕作面積を増やしたい！

空いている土地ないかな？

そろそろ農業から離れたいけど、

跡取りはいないし

どうしたものか ・ ・ ・

農地を相続したけど、

自分では農業しない予定。

誰かに譲れないかな？

玉川地区

大字：高崎、上玉里、田木谷
　　　栗又四ケ、東田中

田余地区

羽鳥地区

竹原地区

納場地区 堅倉地区

小川地区 橘地区

白河地区

大字：与沢、倉数、山野、
　　　幡谷、川戸、外之内

大字：小川、下馬場、小塙
　　　中延、宮田、野田

大字：世楽、佐才、上吉影
　　　下吉影、飯前、上合、百里

大字：堅倉、小岩戸、西郷地、柴高
　　　鶴田、三箇、先後、橋場美

大字：羽鳥、大谷

大字：張星、部室、納場
　　　江戸、羽刈、高田
　　　手堤、大笹、寺崎

大字：竹原、竹原下郷、竹原中郷
　　　中野谷、上馬場、小曽納
　　　花野井、中台

大字：下玉里、川中子
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 中嶋塗装工業
 岡市半ノ木１４１５９ ５

TEL  ２９９‐57‐1641
中嶋塗装 検索

住まいの 塗り替え

承ります。

現地調査・お見積り無料 お気軽にご相談下さい。


