
別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（砂山） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  39.2 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  35.2 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 12 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 2.5 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 9.4 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（33 人、耕作面積計 16ha）、規模拡大（10 人、耕作面積計 14ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

1.5ha）、規模縮小（10 人、耕作面積計 1ha）、離農希望（10 人、耕作面積計 3ha、内 1～3 年以内に離農希望 2 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 13 人、法人化の必要性 2 人、農地の集積・集約化 10 人、ほ場整備 8 人、機械の更新 9 人、鳥獣被

害 0 人、地域での話し合いのまとめ役 2 人、江浚い等共同作業の人手不足 9 人、米の価格低下による採算性 11 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 

ほ場整備の実施に向け、中心経営体へ農地集約が進むよう関係機関と連携し話し合いを進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（竜下） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  22.4 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  15.4 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 1.7 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 0 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 1.2 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（11 人、耕作面積計 13ha）、規模拡大（3 人、耕作面積計 1ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計 0ha）、

規模縮小（1 人、耕作面積計 0ha）、離農希望（1 人、耕作面積計 1ha、内 1～3 年以内に離農希望 0 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 3 人、法人化の必要性 2 人、農地の集積・集約化 2 人、ほ場整備 6 人、機械の更新 2 人、鳥獣被害 

0 人、地域での話し合いのまとめ役 2 人、江浚い等共同作業の人手不足 5 人、米の価格低下による採算性 6 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（岩野） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  31.8 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  27.1 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 8 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 2.2 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 3.3 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（19 人、耕作面積計 16ha）、規模拡大（6 人、耕作面積計 10ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

9ha）、規模縮小（5 人、耕作面積計 0ha）、離農希望（5 人、耕作面積計 1ha、内 1～3 年以内に離農希望 1 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 9 人、法人化の必要性 0 人、農地の集積・集約化 4 人、ほ場整備 12 人、機械の更新 10 人、鳥獣被

害 4 人、地域での話し合いのまとめ役 3 人、江浚い等共同作業の人手不足 7 人、米の価格低下による採算性 12 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 

ほ場整備の実施に向け、中心経営体へ農地集約が進むよう関係機関と連携し話し合いを進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（岩野地区） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  83.7 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  72.6 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 15.7 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 6.1 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 3.2 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（35 人、耕作面積計 48ha）、規模拡大（8 人、耕作面積計 14ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

18.5ha）、規模縮小（14 人、耕作面積計 0ha）、離農希望（14 人、耕作面積計 9ha、内 1～3 年以内に離農希望 1 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 11 人、法人化の必要性 7 人、農地の集積・集約化 7 人、ほ場整備 14 人、機械の更新 10 人、鳥獣被

害 6 人、地域での話し合いのまとめ役 4 人、江浚い等共同作業の人手不足 10 人、米の価格低下による採算性 22 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 

ほ場整備の実施に向け、中心経営体へ農地集約が進むよう関係機関と連携し話し合いを進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（籠田） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  63.6 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  50.3 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 17.4 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 9.4 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 1.8 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（27 人、耕作面積計 41ha）、規模拡大（4 人、耕作面積計 6ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

1.5ha）、規模縮小（8 人、耕作面積計 0ha）、離農希望（8 人、耕作面積計 2ha、内 1～3 年以内に離農希望 1 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 7 人、法人化の必要性 1 人、農地の集積・集約化 2 人、ほ場整備 7 人、機械の更新 12 人、鳥獣被害 

4 人、地域での話し合いのまとめ役 5 人、江浚い等共同作業の人手不足 4 人、米の価格低下による採算性 16 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（羽多屋） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  23.3 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  19.8 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 3.3 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 1.4 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0.4 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（4人、耕作面積計 16ha）、規模拡大（3人、耕作面積計 2ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計1.5ha）、

規模縮小（3 人、耕作面積計 1ha）、離農希望（3 人、耕作面積計 1ha、内 1～3 年以内に離農希望 0 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 3 人、法人化の必要性 0 人、農地の集積・集約化 1 人、ほ場整備 3 人、機械の更新 3 人、鳥獣被害 

2 人、地域での話し合いのまとめ役 1 人、江浚い等共同作業の人手不足 2 人、米の価格低下による採算性 3 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 

ほ場整備の実施に向け、中心経営体へ農地集約が進むよう関係機関と連携し話し合いを進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（新保） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  59.2 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  42.8 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 17.5 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 8.0 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 1.9 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0.5 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（25 人、耕作面積計 23ha）、規模拡大（7 人、耕作面積計 4ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

0.5ha）、規模縮小（12 人、耕作面積計 4ha）、離農希望（12 人、耕作面積計 3ha、内 1～3 年以内に離農希望 2 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 10 人、法人化の必要性 1 人、農地の集積・集約化 15 人、ほ場整備 9 人、機械の更新 9 人、鳥獣被

害 0 人、地域での話し合いのまとめ役 3 人、江浚い等共同作業の人手不足 5 人、米の価格低下による採算性 11 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 

ほ場整備の実施に向け、中心経営体へ農地集約が進むよう関係機関と連携し話し合いを進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（小松） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  33.2 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  20.7 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 13.1 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 3.1 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 1.3 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（14 人、耕作面積計 13ha）、規模拡大（2 人、耕作面積計 3ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計 0ha）、

規模縮小（5 人、耕作面積計 1ha）、離農希望（5 人、耕作面積計 2ha、内 1～3 年以内に離農希望 0 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 1 人、法人化の必要性 0 人、農地の集積・集約化 2 人、ほ場整備 2 人、機械の更新 2 人、鳥獣被害 

2 人、地域での話し合いのまとめ役 1 人、江浚い等共同作業の人手不足 1 人、米の価格低下による採算性 1 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（赤坂・草水・六ノ瀬） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  122.7 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  93.7 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 44.6 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 22.2 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 37.7 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（48 人、耕作面積計 50ha）、規模拡大（5 人、耕作面積計 15ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

3.5ha）、規模縮小（22 人、耕作面積計 8ha）、離農希望（22 人、耕作面積計 11ha、内 1～3 年以内に離農希望 3 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 4 人、法人化の必要性 5 人、農地の集積・集約化 16 人、ほ場整備 21 人、機械の更新 10 人、鳥獣被

害 17 人、地域での話し合いのまとめ役 12 人、江浚い等共同作業の人手不足 13 人、米の価格低下による採算性 17

人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（久保） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  84.5 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  75.1 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 20 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 9.9 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0.4 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 1.5 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（42 人、耕作面積計 44ha）、規模拡大（13 人、耕作面積計 22ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

9ha）、規模縮小（14 人、耕作面積計 2ha）、離農希望（14 人、耕作面積計 4ha、内 1～3 年以内に離農希望 4 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 3 人、法人化の必要性 3 人、農地の集積・集約化 17 人、ほ場整備 24 人、機械の更新 18 人、鳥獣被

害 6 人、地域での話し合いのまとめ役 10 人、江浚い等共同作業の人手不足 16 人、米の価格低下による採算性 26

人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 

ほ場整備（岩野地区）の実施に向け、中心経営体へ農地集約が進むよう関係機関と連携し話し合いを進めてい

く。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（渡場） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  31.9 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  29.7 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 4.2 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 1.8 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（12 人、耕作面積計 24ha）、規模拡大（1 人、耕作面積計 1ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計 0ha）、

規模縮小（3 人、耕作面積計 0ha）、離農希望（3 人、耕作面積計 1ha、内 1～3 年以内に離農希望 0 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 2 人、法人化の必要性 0 人、農地の集積・集約化 6 人、ほ場整備 3 人、機械の更新 2 人、鳥獣被害 

0 人、地域での話し合いのまとめ役 3 人、江浚い等共同作業の人手不足 3 人、米の価格低下による採算性 6 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 

ほ場整備の実施に向け、中心経営体へ農地集約が進むよう関係機関と連携し話し合いを進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（千唐仁） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  63.4 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  56.3 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 8.4 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 0.1 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0.5 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（21 人、耕作面積計 32ha）、規模拡大（3 人、耕作面積計 11ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

0ha）、規模縮小（3 人、耕作面積計 11ha）、離農希望（3 人、耕作面積計 1ha、内 1～3 年以内に離農希望 0 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 2 人、法人化の必要性 0 人、農地の集積・集約化 7 人、ほ場整備 3 人、機械の更新 3 人、鳥獣被害 

0 人、地域での話し合いのまとめ役 4 人、江浚い等共同作業の人手不足 4 人、米の価格低下による採算性 12 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（安田集落） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  73.6 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  54.6 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 31.4 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 10.6 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 3.7 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 1.5 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（67 人、耕作面積計 24ha）、規模拡大（19 人、耕作面積計 18ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

3ha）、規模縮小（22 人、耕作面積計 2ha）、離農希望（22 人、耕作面積計 5ha、内 1～3 年以内に離農希望 4 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 28 人、法人化の必要性 10 人、農地の集積・集約化 16 人、ほ場整備 21 人、機械の更新 18 人、鳥獣

被害 2 人、地域での話し合いのまとめ役 4 人、江浚い等共同作業の人手不足 11 人、米の価格低下による採算性 32

人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（小浮新田） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  33.6 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  25.1 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 8.1 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 3.8 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 1.4 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（29 人、耕作面積計 10ha）、規模拡大（7 人、耕作面積計 10ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

11ha）、規模縮小（5 人、耕作面積計 2ha）、離農希望（5 人、耕作面積計 1ha、内 1～3 年以内に離農希望 1 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 2 人、法人化の必要性 5 人、農地の集積・集約化 8 人、ほ場整備 4 人、機械の更新 5 人、鳥獣被害 

0 人、地域での話し合いのまとめ役 1 人、江浚い等共同作業の人手不足 5 人、米の価格低下による採算性 7 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 
安田地区 

（小浮本村上・小浮本村下） 
令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  52.8 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  41.4 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 12.5 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 3.3 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0.4 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（28 人、耕作面積計 24ha）、規模拡大（6 人、耕作面積計 5ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計 2ha）、

規模縮小（11 人、耕作面積計 2ha）、離農希望（11 人、耕作面積計 5ha、内 1～3 年以内に離農希望 4 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 6 人、法人化の必要性 6 人、農地の集積・集約化 5 人、ほ場整備 4 人、機械の更新 9 人、鳥獣被害 

0 人、地域での話し合いのまとめ役 5 人、江浚い等共同作業の人手不足 7 人、米の価格低下による採算性 19 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（野田） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  49.7 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  44.3 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 15.4 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 9.3 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0.8 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（19 人、耕作面積計 21ha）、規模拡大（9 人、耕作面積計 6ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計 2ha）、

規模縮小（4 人、耕作面積計 1ha）、離農希望（4 人、耕作面積計 5ha、内 1～3 年以内に離農希望 2 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 6 人、法人化の必要性 4 人、農地の集積・集約化 7 人、ほ場整備 3 人、機械の更新 2 人、鳥獣被害 

0 人、地域での話し合いのまとめ役 2 人、江浚い等共同作業の人手不足 3 人、米の価格低下による採算性 9 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（島瀬） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  51.5 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  38.1 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 11.6 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 0.4 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 4.3 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（28 人、耕作面積計 23ha）、規模拡大（8 人、耕作面積計 8ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

11ha）、規模縮小（3 人、耕作面積計 5ha）、離農希望（3 人、耕作面積計 1ha、内 1～3 年以内に離農希望 0 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 5 人、法人化の必要性 3 人、農地の集積・集約化 9 人、ほ場整備 7 人、機械の更新 10 人、鳥獣被害 

0 人、地域での話し合いのまとめ役 4 人、江浚い等共同作業の人手不足 9 人、米の価格低下による採算性 15 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（寺社一） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  11.7 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  11.2 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 2.0 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 1.3 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（13 人、耕作面積計 10ha）、規模拡大（3 人、耕作面積計 0ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計 0ha）、

規模縮小（0 人、耕作面積計 0ha）、離農希望（0 人、耕作面積計 0ha、内 1～3 年以内に離農希望 0 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 3 人、法人化の必要性 0 人、農地の集積・集約化 3 人、ほ場整備 2 人、機械の更新 0 人、鳥獣被害 

0 人、地域での話し合いのまとめ役 0 人、江浚い等共同作業の人手不足 0 人、米の価格低下による採算性 4 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（寺社二） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  19.8 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  15.8 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 5.8 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 1.6 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 0.3 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（18 人、耕作面積計 10ha）、規模拡大（6 人、耕作面積計 4ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

1.5ha）、規模縮小（2 人、耕作面積計 0ha）、離農希望（2 人、耕作面積計 0ha、内 1～3 年以内に離農希望 0 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 2 人、法人化の必要性 0 人、農地の集積・集約化 2 人、ほ場整備 4 人、機械の更新 1 人、鳥獣被害 

0 人、地域での話し合いのまとめ役 3 人、江浚い等共同作業の人手不足 1 人、米の価格低下による採算性 9 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（ツベタ・丸山） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  95.8 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  80.1 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 28.2 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 7.4 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 1.4 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0.5 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（5 人、耕作面積計 8ha）、規模拡大（0 人、耕作面積計 0ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計 0ha）、規

模縮小（3 人、耕作面積計 2ha）、離農希望（3 人、耕作面積計 1ha、内 1～3 年以内に離農希望 0 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 1 人、法人化の必要性 0 人、農地の集積・集約化 1 人、ほ場整備 2 人、機械の更新 3 人、鳥獣被害 

6 人、地域での話し合いのまとめ役 3 人、江浚い等共同作業の人手不足 2 人、米の価格低下による採算性 3 人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 



別紙１ 参考様式          

          

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

阿賀野市 安田地区（安田寺社） 令和３年３月１９日  

     

１ 対象地区の現状      

①地区内の耕地面積  24.3 ha 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計  13.9 ha 

③地区内における７０才以上の農業者の耕作面積の合計 9.8 ha 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 3.5 ha 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 1.1 ha 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0 ha 

（備考）※令和元年度 経営状況調査より、区域内耕作者の意向。 

【今後の経営見込み】 

現状維持（48 人、耕作面積計 40ha）、規模拡大（20 人、耕作面積計 21ha、拡大希望（中心経営体以外も含む）面積計

9.5ha）、規模縮小（14 人、耕作面積計 3ha）、離農希望（14 人、耕作面積計 7ha、内 1～3 年以内に離農希望 2 人） 

【地域の課題】*複数回答 

担い手不足 16 人、法人化の必要性 2 人、農地の集積・集約化 11 人、ほ場整備 27 人、機械の更新 11 人、鳥獣

被害 0 人、地域での話し合いのまとめ役 7 人、江浚い等共同作業の人手不足 2 人、米の価格低下による採算性 30

人 

             

2 対象地区の課題 

高齢化が進んでおり、新たな担い手の確保が必要。 

農地が分散しており、農地を集約化して効率よい農地の利用を目指す必要がある。 

 

3 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

地域内外の認定農業者等を中心に集積・集約化を進めていく。 

 


