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環境産業部農業振興課　（市役所本庁舎 ２F）
 能代市上町１－３

二ツ井地域局環境産業課（二ツ井町庁舎 １F） 
 能代市二ツ井町字上台１－１

　現在、農業委員会と農業振興課において、今後の農業経営に関するアンケートを
行っております。
　対象者には、１１月下旬から調査員（農業委員・農地利用最適化推進委員）、農
業協同班長または郵送にて配布しております。
　未回答の方はお忙しいところ大変恐縮ですが、何卒ご協力をお願いします。

　◎ 対象者　◎ 対象者　◎ 対象者　◎ 対象者　

（令和元年１０月末現在）

　◎ 内容　◎ 内容　◎ 内容　◎ 内容

　

　◎ 提出方法　◎ 提出方法　◎ 提出方法　◎ 提出方法　

　◎ 回答期限　◎ 回答期限　◎ 回答期限　◎ 回答期限　

令和元年１２月２７日（金）令和元年１２月２７日（金）令和元年１２月２７日（金）令和元年１２月２７日（金）

アンケートへのご協力をお願いします！

２．農業振興地域整備計画に関するアンケート

令和元年12月12日

第　4　号

☆ 農業指導情報 ☆

TEL　89-2182　 FAX　89-1774

TEL　73-4500　 FAX　73-5224

同封の返信用封筒にて返送してください。　※切手不要

後日、調査員が直接、調査票封筒を回収にお伺いします。
１．配布者が調査員（農業委員・農地利用最適化推進委員）の場合

２．上記以外

農業委員会で整備している農地台帳上の経営面積が５０ａ以上の方

１．経営・農地に関する意向調査

 【問合せ先】　農業振興課　農政係　　 　TEL ８９－２１８２

 【問合せ先】　農業委員会事務局　　　　 TEL ８９－２９３５

☆農業関連情報☆農業関連情報☆農業関連情報☆農業関連情報

メルマガメルマガメルマガメルマガ「のうメル」「のうメル」「のうメル」「のうメル」

に登録を！に登録を！に登録を！に登録を！



○産地交付金（地域振興作物に対する助成）○産地交付金（地域振興作物に対する助成）○産地交付金（地域振興作物に対する助成）○産地交付金（地域振興作物に対する助成）

　能代市枠 ※１　能代市枠 ※１　能代市枠 ※１　能代市枠 ※１

※１ 拡大面積が県推進枠の対象となる場合、能代市枠は県推進枠を差し引いた面積が対象となります

※２ 令和２年度から交付要件が追加されます。詳細が決まり次第お知らせいたします

　県推進枠　県推進枠　県推進枠　県推進枠

○戦略作物助成○戦略作物助成○戦略作物助成○戦略作物助成

令和元年度 水田活用直接支払交付金の交付単価について

１０，０００

２０，０００

今年度の交付単価は下記のとおり決定しました！今年度の交付単価は下記のとおり決定しました！今年度の交付単価は下記のとおり決定しました！今年度の交付単価は下記のとおり決定しました！

飼料用米

飼料用米（耕畜連携）

交付単価交付単価交付単価交付単価 交付要件交付要件交付要件交付要件
（単位：円／10a）

１３，０００

９，０００

１８，０００

３３，０００

３３，０００

２０，０００

１８，０００

対象作物対象作物対象作物対象作物

大豆

飼料作物

リンドウ、スナップエンドウ

山うど

飼料用米

４ha以上の作業集積　※２

２ha以上の団地化、または１ha以上
の団地化を２つ以上

０.５ha以上の作業集積

単一作物で０.３ha以上の作業集積

２０，０００

アスパラガス

ネギ

エダマメ、ミョウガ、キャベツ、
ホウレンソウ

フキ

地力増進作物

対象作物対象作物対象作物対象作物 交付単価交付単価交付単価交付単価 交付要件交付要件交付要件交付要件

大豆

エダマメ、ネギ、アスパラガス ４０，０００

新市場開拓用米（輸出用米等） ２０，０００

新市場開拓用米（追加支援） １０，０００

０.２ha以上の作業集積

ほ場整備後の作付け

多収品種の作付け

そば・なたね

そば・なたね（二期作） １４，２５０

１２，０００

６，０００

【問合せ先】
　　農業振興課　 農業水産係　TEL ８９－２１８３
　　二ツ井地域局 環境産業課　TEL ７３－４５００

１０５，０００
飼料用米 収量に応じて決定

（単位：円／10a）

対象作物対象作物対象作物対象作物 交付単価交付単価交付単価交付単価 交付要件交付要件交付要件交付要件

大豆、飼料作物 ３５，０００

加工用米 ２０，０００

５５，０００～

出荷又は販売の実施

１２，３５０ 稲わら利用

（単位：円／10a）

２０，０００
・前年産より３０ａ以上の面積拡大

・収益力の向上に資する取組を実施



対象経費の
２分の１

１件当たり
５００万円

【このページに関する問合せ先】
　　農業振興課　　農政係　　　TEL ８９－２１８２
　　二ツ井地域局　環境産業課　TEL ７３－４５００

対象経費の
２分の１

１件当たり
５００万円

対象経費の
２分の１

１年度につき
５０万円

６次産業化
推進事業

６次産業化
人材育成
支援事業

農林水産
加工食品

起業支援事業

自らが生産した農林水産物を活
用した６次産業化に取り組む農
業経営体

６次産業化に取り組む農業経営
体の構成員で、対象事業に直接
関わる方
（個人の場合）
・本人、家族又は正規雇用者
（法人の場合）
・代表者、役員又は正規雇用者

市内に主たる事務所もしくは本
店を置く企業

・建物の改修（増改築費用）
・製造及び流通に必要な設備の購入
　費用（設置費用含む）
・商品開発に係る専門家招へい費用
・試作品の開発に係る原材料費等
・商談会等への参加費用、新商品等
　のＰＲ費用など

　補助対象事業に必要と認められる
　技術習得及び資格取得にかかる経
　費のうち、研修費用、受験費用及
　び旅費

・建物の改修（増改築費用）
・製造及び流通に必要な設備の購入
　費用（設置費用含む）
・商品開発に係る専門家招へい費用
・試作品の開発に係る原材料費等
・商談会等への参加費用、新商品等
　のＰＲ費用など

　能代市内で生産された農林水産物を利用して６次産業化への取り組みに支援を行ってい
ます。６次産業化にご興味のある方は、お気軽にご相談ください。

補助率及び
補助金の上限額

補助対象事業

　農地中間管理事業は、農地の貸し借りを行う国の事業で、耕作されなくなる農地を「農地の受け皿」で
ある農地中間管理機構（秋田県農業公社）が借り受け、担い手農家に貸し付けるものです。
　秋田県では、平成２６年度の事業開始以来、これまで約13,000haの農地を担い手に集積しており、全国
トップクラスの実績です。このうち、能代市内の活用実績は約580haです。
　５年後、１０年後も農地を大切に守り未来に繋いでいくために、ぜひ、農地中間管理事業による農地の
貸し借りをご活用ください。

補助対象者

「秋田県農地中間管理事業」に関するお知らせ

６次産業化推進事業について

補助対象経費



　毎年、雪のシーズンになると除雪機による事故が多発しています。除雪機を使う
際には、使用者の責任において、正しく、安全に作業を行ってください。

（１）安全装置が正しく作動しない状態では絶対に使用しない。また、デットマンクラッチ（※）

　　は絶対に「無効化」しない。

（※）使用者がハンドル（クラッチレバー）から手を離すとオーガやブロワの回転、走行が停止する機能

（２）除雪機を使用する場合は、周囲に人がいないことを確認し、人を絶対に近づけさせない。

　　また、不意に人が近づいた場合には除雪機を直ちに停止できるような状態で除雪を行う。

（３）投雪口に詰まった雪を取り除く際には必ずエンジンを停止し、オーガやブロワの回転が停

　　止したことを確認してから雪かき棒を使用して取り除く。

（４）除雪機を使用する際、特に後進時は足元や周囲の障害物に注意を払い、無理のない速度で

　　使用する。　　

【問合せ先】
　　除雪機安全協議会（一般社団法人日本農業機械工業会内）
　　　TEL ０３－３４３３－０４１５
　　　Webサイト　http://www.jfmma.or.jp/jyoankyo.html

除雪機による事故を防ぎましょう！！

【問合せ先】
　　市民保険課 国民健康保険係　TEL ８９－２１６６

【市民保険課から国保加入者へのお知らせです】【市民保険課から国保加入者へのお知らせです】【市民保険課から国保加入者へのお知らせです】【市民保険課から国保加入者へのお知らせです】

　 特定健診は、日本人の死亡原因の約６割を占める生活習慣病を予防するため、
 ４０歳～７４歳の国保加入者を対象に実施している、メタボリックシンドローム
 に着目した健診です。

　～ 受 診 の 流 れ ～　～ 受 診 の 流 れ ～　～ 受 診 の 流 れ ～　～ 受 診 の 流 れ ～

　○ 検査項目：既往歴の調査、身体診察、身長・体重・腹囲の検査、BMI(肥満度)
　　　　　　　 測定、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査
　　　　　　　 【独自項目】クレアチニン、尿酸

　※がん検診等もあわせて受診できますので、受診券裏面をご覧ください。

※社会保険等にご加入の
　方は、お勤め先にお問
　い合わせください。

今年度の特定健診、もう受けましたか？

① お申込み
実施機関に直接、実施機関に直接、実施機関に直接、実施機関に直接、

お申込みください。お申込みください。お申込みください。お申込みください。

※※※※実施機関については実施機関については実施機関については実施機関については

４月中旬に郵送して４月中旬に郵送して４月中旬に郵送して４月中旬に郵送して

いる受診券裏面をいる受診券裏面をいる受診券裏面をいる受診券裏面を

ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。

※※※※年１回「無料」で年１回「無料」で年１回「無料」で年１回「無料」で

受診できます。受診できます。受診できます。受診できます。

② 受 診
「保険証」と「受診券」「保険証」と「受診券」「保険証」と「受診券」「保険証」と「受診券」

をお持ちください。をお持ちください。をお持ちください。をお持ちください。

※※※※受診券を失くした場合、受診券を失くした場合、受診券を失くした場合、受診券を失くした場合、

再発行できます。再発行できます。再発行できます。再発行できます。

市民保険課に市民保険課に市民保険課に市民保険課に

ご連絡ください。ご連絡ください。ご連絡ください。ご連絡ください。

③ 結 果
受診結果をご確認くださ受診結果をご確認くださ受診結果をご確認くださ受診結果をご確認くださ

い。い。い。い。

※※※※受診から２カ月程度かか受診から２カ月程度かか受診から２カ月程度かか受診から２カ月程度かか

る場合があります。る場合があります。る場合があります。る場合があります。

※※※※特定保健指導のご案内を特定保健指導のご案内を特定保健指導のご案内を特定保健指導のご案内を

する場合があります。する場合があります。する場合があります。する場合があります。


