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　地域における人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」、人・農地プラン（平成 25
年 3 月作成・以後、毎年更新）をさらに見直すための検討会を開催します。農業者の皆さんは
ご参加ください。

○農地中間管理事業・収入保険制度・米政策の説明も行います。   
○人・農地プランに基づき、今後、地域の中心となる経営体（担い手）となることを新たに希望す
　る人は、11 月 15 日（水）までにご連絡ください。     

プラン作成地区 期　日 時　間 会　場

 山野 11 月 21 日（火） 10：00 ～ 11：00   山野基幹集落センター  ホール

 平出水 11 月 21 日（火） 13：30 ～ 14：30   平出水いなほ館

  牛尾 11 月 28 日（火） 10：00 ～ 11：00   大口温泉高熊荘  大広間

大口東 11 月 28 日（火） 13：30 ～ 14：30   大口東青少年センター

 大口 11 月 30 日（木） 10：00 ～ 11：00   大口ふれあいセンター  ３階多目的ホール

 羽月 12 月    １日（金） 10：00 ～ 11：00   羽月校区公民館  ホール

 羽月西 12 月    ５日（火） 10：00 ～ 11：00   羽月西青少年センター

 曽木 12 月    ５日（火） 13：30 ～ 14：30   西太良地区コミュニティセンター  ホール

 針持 12 月    ７日（木） 10：00 ～ 11：00   針持青少年センター

 田中 12 月    ７日（木） 13：30 ～ 14：30   田中校区集会施設  多目的ホール

 湯之尾 12 月 12 日（火） 10：00 ～ 11：00   湯之尾校区公民館  大和室

 菱刈 12 月 12 日（火） 13：30 ～ 14：30   菱刈環境改善センター  ２階会議室

 本城・南永 12 月 14 日（木） 10：00 ～ 11：00   本城校区集会施設  研修室

連絡・問い合わせ先　農政課農政第２係　☎㉓１３１１

人・農地プラン検討会

農業に関するお知らせ

※生産者自らが実需者の情報を収集し、需要に応じた生産をすることが大切です。

主食用米・非主食用米・園芸作物・飼料作物等
バランスのとれた作付が必要です。

○水田活用の直接支払交付金（WCS 用稲やイタリアン、大豆など、
　転作に対する交付金）による支援

問い合わせ先　伊佐市農業再生協議会（農政課農政第１係）　☎㉓１３１１

○生産者・団体が中心となり需要に応じた生産に取り組む
○米の直接支払交付金（7,500 円 /10a）の廃止

変更する点

継続する点

平成 30 年度から米政策が見直されます

農家の皆さまへ
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　農業者年金は、農業者がより良い老後の生活を過ごすことができるように国民年金に上乗せ
した公的年金制度です。国民年金の第１号被保険者で、年間 60 日以上農業に従事する 60 歳
未満の人であれば誰でも加入できる積立年金です。より安定した老後のため、ぜひ加入される
ようお勧めします。

 ・経営移譲年金
　本人名義または借入した農地を後継
　者や第三者に譲渡、貸付して農業経
　営から引退した場合に受給できます。
 ・農業者老齢年金
　農業経営から引退しない場合、65歳
　から受給できます。

【 

旧
制
度 

】

【 

新
制
度 

】

農業者年金を受給するには

1 少子高齢化社会に強い年金
　自分が納めた保険料とその運用収入を基に年金額
　が決まる積立方式の年金です。
2 保険料の額は自由
　自分が必要とする年金額に応じて、月額 20,000
　円から 67,000 円までの千円単位で自由に選択で
　きます。農業経営の状況や老後設計に応じて、い
　つでも見直すことができます。
3 終身年金で 80 歳までの保証付き
　年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が
　80 歳前に亡くなった場合でも、80 歳までに受け
　取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に
　相当する額が、死亡一時金として遺族（一定要件
　を満たした者）に支給されます。
4 公的年金ならではの税制上の優遇措置あり
　支払った保険料全額が社会保険料控除の対象とな
　り、所得税・住民税の節税につながります。
5 保険料の国庫補助制度あり
　認定農業者で青色申告をしている等、農業の担い
　手となる人には、国から月額最高 10,000 円の保
　険料補助があります（年齢・所得制限あり）。

農業者年金のメリット

問い合わせ先　伊佐市農業委員会　☎㉖１５７１

　伊佐米の食味とブランド力向上のために

測定対象　市内で生産されたお米
　　　　　※自家生産したものに限る。
測定方法　計測するお米（玄米：１検体１合以上）を農政課
　　　　　（菱刈庁舎）に持参し、申込書にご記入ください。
　　　　　※計測するお米が少ないと測定できません。
そ の 他　測定した結果は、食味向上や伊佐ブランド化のた
　　　　　めに市で分析・活用します。

問い合わせ先　農政課農政第１係　☎㉓１３１１

11 月 11 日（土）・12日（日）の
伊佐ふるさとまつり会場
（菱刈農村公園）でも

測定できます。

米食味分析計 で 無料測定

農業者年金制度
（担い手積立年金）

農業に従事する人なら広く加入できます

 ・特例付加年金
　新制度の保険料の国庫補助（政策支
　援）を受けていた人が保有している
　農地や農業施設を後継者や第三者に
　譲渡、貸付して農業経営から引退し
　た場合に受給できます。
 ・農業者老齢年金
　新制度の保険料を納めた人が 65 歳
　から受給できます。60 歳からの繰
　上げ請求も可能です。

１：水分値 ％
％
％

点

２：タンパク値

測定項目

４：脂肪酸度（参考値）
５：食味スコア

３：アミロース値（参考値）
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ティーンズ　アート　フェスティバル

劇団フリーダム「会わせ鏡」

チームちむどん　現代版組踊

鬼武蔵～ TADAMOTO  忠元

　大口子ども劇場の中学・高校生による “劇団フリー
ダム” が脚本づくりから出演まで行う創作劇。

　　　　　昼夜 2 回公演　13 時／ 18 時
会　　場　伊佐市文化会館大ホール
入 場 料　前売一般 2,000 円、小中高生 1,500 円
　　　　　※全席指定、当日券は各 500 円増
　　　　　※３歳以下入場不可（託児あり）
問い合わせ先　実行委員会事務局

☎０８０・２７９６・８５８０
メール：13chimudon@gmail.com

　市内の小・中・高校生有志による “チームちむどん”
出演の歌と踊りによる現代版組踊。伊佐の偉人「新
納忠元」の生き様をベースに、彼のその情熱と志を
学び、演じる舞台。

舞台に挑む伊佐の青少年 11・12 月 連続公演 !!

会　　場　伊佐市文化会館大ホール
入 場 料　前売 1,500 円（当日 2,000 円）
※小学生未満入場不可（託児あり 300 円）
出　　演　福元深悟（高２）
　　　　　前田奈月（中２）
　　　　　藺牟田渚杏子（中１）
　　　　　木之下彩風（中１）
　　　　　前田雪菜（中１）
美術協力　森田莉野（中３）
監　　修　松本則子（人形劇団クラルテ）
問い合わせ先　大口子ども劇場　☎㉒２５１２

日　　時　11 月 19 日（日）　17 時開演

期　　日　12 月 24 日（日）

鏡の中で出会っ
た 3 人の『親友』
をめぐる物語

STORY
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11 月は「労働保険適用促進強化月間」
　労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険（労災保険・雇用保険）の加入手続きを行い、
労働保険料を納付しなければならないことが法律で義務付けられています。
　労災保険は、勤務・通勤による負傷、病気、障がい、死亡などに対して必要な給付を行うものです。
　雇用保険は、労働者が失業した場合などに労働者の生活や雇用の安定
を図り、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
問い合わせ先　ハローワーク大口　　　☎㉒８６０９
　　　　　　　加治木労働基準監督署　☎０９９５・６３・２０３５

　　平成 30 年度から　
農地・山林に関する
固定資産税の土地評価が変わります

～公平・公正な課税になるよう市内の農地（田・畑）・山林の評価を見直します～

農地（田・畑）の評価

　農地とは、耕作に利用される土地をいいます。耕
作とは、土地に労資を加え、肥培管理を行って農作
物を栽培することをいいます。また肥培管理とは、
耕うん、整地、播種、かんがい、排水、施肥、農薬
散布、除草を行うことをいいます。
　固定資産の土地評価は、「耕作が行われているか」
が、農地と認定するための重要な判断基準です。耕
作が行われていれば、原則として農地に該当し、「田」
または「畑」と認定します。
　農地は「一般農地」と「市街化区域農地（伊佐市
での適用はなし）」に区分され、それぞれ評価およ
び課税について、異なる仕組みとなっています。
～評価の方法～
　一般農地は、農地転用許可を受けた農地を除いた
ものです。状況類似地
区の区分をして、それ
ぞれの状況類似地区に
標準地を選定し、評価
を見直します。

山林の評価

　山林とは、「竹木が生育する土地で、耕
作が行われていない土地」をいいます。山
林には平林地も含まれます。また、樹木の
種類も、杉・ヒノキ等の用材林であるか、
雑木林であるかに関わらず「山林」として
認定します。
　例外として、果樹（柿、栗等）を栽培し
ている土地は、「畑」と認定します。また、
手を加えないで、全体にかん木類（つつじ
等の低木）のみが生育している土地は、「原
野」として取り扱います。
～評価の方法～
　状況類似地区の区分をし、それぞれの状
況類似地区に標準地を選定し、評価を見直
します。

　農地や山林をお持ちの皆さんに関わりのある変更となります。そこで、農地・山林の評価とはなに
か、今回の評価替えでどう見直すのかを、掲載します。

問い合わせ先　税務課固定資産税係　☎㉓１３１１

評価の見直しによる評価額への影響

　評価の見直しにより、農地または山林の評価額が増減することがあります。

　
　
　

　　
　　公平

に評
価
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行政からのお知らせ

　女性をめぐるさまざまな人権問
題の解決を図るために、全国一斉

「女性の人権ホットライン」強化
週間を実施します。
　相談内容は問いません。相談には法務局職員ま
たは人権擁護委員が応じ、秘密は厳守されます。
期　　間　11 月 13 日（月）～ 19 日（日）
時　　間　平日　8 時 30 分～ 19 時
　　　　　土日　10 時～ 17 時
電話番号　鹿児島地方法務局  全国共通ダイヤル

☎０５７０・０７０・８１０
※ＩＰ電話からは接続できません。
問い合わせ先　鹿児島地方法務局人権擁護課

☎０９９・２５９・０６８４

全国一斉　強化週間

女性の人権ホットライン

　池島　節子さん
　（推薦者：菱刈校区コミュニティ協議会）

　鶴丸　美智男さん
　（推薦者：大口校区コミュニティ協議会）

　松下　竹二郎さん
　（推薦者：本城校区コミュニティ協議会）

皆さんおめでとうございます

平成 29 年度　伊佐市

社会教育功労者表彰

　南　久憲さん
　（推薦者：伊佐市体育協会）

　古里　秀人さん
　（推薦者：山野小学校）

　11 月 12 日～ 25 日は、内閣府が主唱する運動月間です。
ドメステックバイオレンス（ＤＶ）の背景には、男女の経済
力格差や社会的地位など不平等な関係からくる差別意識が潜
在していると考えられており、ＤＶやストーカー事件はあと
を絶ちません。
　最近は若い世代を対象にしたＪＫビジネスと言われるモデ
ルやアルバイトの募集、アダルトビデ
オ出演強要など、悪質なスカウトや危
険な勧誘が増加しています。しつこい
勧誘などでトラブルに遭った時は、す
ぐに警察へ相談してください。

運動週間にあわせた取組み

パープルリボン運動　～ひとりで悩まないで～

　女性弁護士が電話と面接で相談に応じます
（予約優先）。

日　時　11 月 24 日（金）10 時～ 16 時
場　所　鹿児島県男女共同参画センター相談室
　　　　（鹿児島県民交流センター内）
予約・問い合わせ先
☎０９９・２２１・６６３０
※９時～ 17 時（休館：月曜日）

女性に対する暴力をなくす運動

問い合わせ先
企画政策課共生協働推進係　☎㉓１３１１

○県立北薩病院　正面玄関
　期　間　11 月 11 日（土）～ 24 日（金）
○いきいきセンターくりの郷　町民ホール
　※資料パネルも展示
　期　間　11 月 19 日（日）～ 29 日（水）

パープルリボン設置

期　日　11 月 10 日（金）
場　所　伊佐農林高等学校
　　　　文化祭会場

暴力防止関連本コーナー設置

デートＤＶ資料展

期　間　11 月 12 日（日）
　　　　　  ～ 25 日（土）
場　所　大口・菱刈図書館

女性のための法律 110 番
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　市が使用していた公用車を売却します。入札参加希望者は、
次の事項に注意して一般競争入札に参加してください。公用車を売却します

入札参加申込書の受付
　①受付期間
　　11 月１日（水）～ 15 日（水）
　　※土日、祝日を除く。
　②配布場所
　　会計課（大口庁舎１階）
　③提出方法
　　郵送または持参
開札日時
　11 月 22 日（水）10 時
売買代金の納入
　市が発行する納入通知書により
契約時に全額納入

そ の 他　入札物品の引き渡し方法は現状渡しとし、引き渡し後の不調や故障についての保障はしま
　　　　　せん。また、引き渡しに関する経費は落札者の負担とします。
　詳しくは市ホームページ掲載の売却案内書をご覧いただくか、お問い合わせください。

物品番号 物品４ 物品５ 物品６ 物品７ 物品８
車　名 トヨタ ホンダ スズキ スズキ ホンダ
形　式 E － EE104G R － EY7 GD － HA12V E － HA11S V － HH4

種別・用途 小型乗用 小型貨物 軽貨物 軽乗用 軽貨物
車体形状 ステーションワゴン バン バン 箱形 バン

初年度登録年月 平成９年５月 平成 10 年１月 平成 12 年－月 平成８年ー月 平成８年ー月
車検満了日 平成 30 年 5 月 15 日 平成 30 年２月 14 日 平成 30 年 10 月 30 日 平成 29 年 12 月３日 平成 30 年２月８日

走行距離（km） 200,676 194,649 102,182 146,542 223,366
総排気量（Ｌ） 1.49 1.49 0.65 0.65 0.65

燃　料 ガソリン ガソリン ガソリン ガソリン ガソリン
車体色 白 紺 白 シルバー 白
変速機 ＡＴ ＡＴ ＡＴ ＡＴ ＭＴ

最低売却価格 2,000 円 2,000 円 1,000 円 1,000 円 1,000 円
備　考 ※預託金（ﾌﾛﾝ類）未納 オイル消費有り

物品番号 物品１ 物品２ 物品３
車　名 トヨタ トヨタ トヨタ
形　式 E － RZJ95W UB － NCP55V GG － ET196V

種別・用途 普通乗用 小型貨物 小型貨物
車体形状 ステーションワゴン バン バン

初年度登録年月 平成 10 年６月 平成 14 年７月 平成 11 年６月
車検満了日 平成 29 年 6 月 9 日 平成 29 年 7 月 30 日 平成 29 年 9 月 13 日

走行距離（km） 251,858 206,819 232,702
総排気量（Ｌ） 2.69 1.49 1.49

燃　料 ガソリン ガソリン ガソリン
車体色 紺 シルバー 白
変速機 ＡＴ ＡＴ ＡＴ

最低売却価格 50,000 円 10,000 円 2,000 円
備　考 ４ＷＤ ４ＷＤ ※預託金（ﾌﾛﾝ類）未納

提出・問い合わせ先　会計課管理係　☎㉓１３１１

※最低売却価格は消費税込み。

　羽月校区コミュニティ協議会は、青少年体験活動などで活用
する移動式ピザ窯を購入しました。この助成金は、一般財団法
人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、地域
コミュニティ活動の充実・強化を図るため、さまざまな活動に
対して交付されています。

宝くじ助成金で
移動式ピザ窯を購入

宝くじ助成金で移動式ピザ窯を購入しました！ 

 

羽月校区コミュニティ協議会は、青少年体験活動な

どで活用できる移動式ピザ窯を購入しました。この助

成金は、一般財団法人自治総合センターが宝くじの社

会貢献広報事業として地域コミュニティ活動の充

実・強化を図ることを目的にさまざまな活動に対して

交付されています。 

 

 

 

 

ここにピザ窯の写真 

 


