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 これからの県内農地の貸し借りは長野県、JA 長野中央会、
（一社）長野県農業会議、長野県農地中間管理機構が連携し
て「農地中間管理事業」を中心に進めることになりました。

１．「農地中間管理事業」を巡る状況

　�　国は、農林水産業の競争力強化に取組み、農林水産業を成長産業とし、今後 10年間で、農業

農村全体の所得を倍増させるため、担い手への農地利用が全体農地の８割を占める農業構造の

確立を政策目標に掲げ、農地中間管理事業を創設し、農地を最大限効率的に活用していく取組

みを進めています。

　�　現在、担い手への農地集積で活用できる事業は、主に２つあります。平成26年度から導入され、

国が積極的な活用を推進している「農地中間管理事業」と、それ以前に制度化され、現在ＪＡ

グループ等が窓口となっている「農地利用集積円滑化事業」です。

　�　農地利用集積円滑化事業は、農地中間管理事業の対象外となる農業振興地域外も対象とする

ことができ、市町村公社、ＪＡ等の農地利用集積円滑化団体を通じ、担い手への農地集積する

際に活用されている制度で、県内では年間１，０００ヘクタールを超える活用実績があります。

　�　一方で 26年からスタートした農地中間管理事業は 28年度の実績が前年を大きく下回り、担

い手への集積率も伸びが小さくなっています。

　�　こうした中で、国は本年６月に閣議決定した「規制改革実施計画」の中で、「農地中間管理事

業以外の流動化手法の取扱いを含む農地中間管理事業の更なる推進に向けた改善策を検討する」

としています。
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２�．今後は「農地中間管理事業」を中心に進めることを関係機関で確認
　⑴　国の農業政策支援の最大限の確保による担い手支援
　　�　農地中間管理事業の積極的な推進のため、農地中間管理事業の実績などが国の各種事業に

関連付けられ、事業実績の大小が担い手農業者等の計画的な事業展開にも影響してくること

から、県では、「経営体育成支援事業」や「果樹経営支援対策事業」、「農地耕作条件改善事業」

等、国の農業関係交付金等の政策支援の最大限の確保・活用を図る観点などからも、農地中

間管理事業の更なる推進を図ることが急務であり、関係機関が一体となり農地中間管理事業

に取り組むことが必要であるとしています。

　⑵　関係機関による今後の農地集積の進め方に関する合意
　　�　そこで、8月下旬に、県、ＪＡ長野中央会、（一社）長野県農業会議、長野県農地中間管理

機構の４者で「農地利用集積促進に係る関係機関団体連絡会議」を開催し、農地の貸し借り

に係る制度の活用区分（表 -1 参照）を踏まえ、関係機関一体となって農地中間管理事業に取

り組んでいく取り組み方向の確認（合意）を行いました。

　【合意の概要】

１�　担い手農業者の更なる所得向上を目指し、担い手への農地集積・集約化を加速させ、生
産の効率化、低コスト化等を図る。
２�　農地中間管理事業実績のＶ字回復に向けて、平成２９年度１，６００haを目標とし、関
係団体が一体となって農地中間管理事業に取り組む。
３�　担い手農業者や生産者団体の計画的な事業展開を支援するため、国の農業関係交付金等
の政策支援の最大限の確保・活用に向けて、農地中間管理事業を更に推進する。

⬇
農業振興地域内の農地を担い手農業者への利用集積については、農地利用集積
円滑化事業等の既設の権利関係の継承を含めて、極力、農地中間管理事業によ
り権利設定を行う。

　【表 -1】農地の貸し借りに係る制度の活用区分について

項　目 農地中間管理事業の活用 他の制度の活用

対象農地 農業振興地域内の農地の場合 農業振興地域外の農地の場合

貸付期間 10年以上又は
5年、3年の場合（※） ３年未満の場合

補助事業
の活用状況

受け手が担い手で、各種補助事業の
活用が想定される場合

受け手が担い手でなく、補助事業の
活用が想定されない場合

※�農地中間管理事業で貸付期間 3年を適用する際は、市町村から農地中間管理機構に申出のあったエリア内

か農地中間管理機構が指定する重点区域エリア内の農地である場合に限られます。
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３�．農地中間管理事業の推進に向けた関係機関の連携に係る活動方針の策定
　農地中間管理事業の推進に向け、関係機関で確認さ
れた内容に基づき、長野県、ＪＡ長野中央会、（一社）
長野県農業会議、長野県農地中間管理機構に長野県土
地改良事業団体連合会も加えた５機関で、今回、これ
から関係者と理解を共有し、各機関連携して取り組む
ための「活動方針」を定めました。

　�　農業委員会では、本方針を踏まえ、「活動指針」を
速やかに作成し「活動方針に基づく農業委員会の取り
組み」を基に、地域それぞれで工夫しながら農地利用
最適化活動を展開しましょう。既に策定済みの委員会におかれては、目標に向けた活動の着実
な実施と、必要に応じ随時変更を行って下さい。

農地中間管理事業の推進に向けた関係機関の連携に係る活動方針
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＡ長野中央会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一社）長野県農業会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県農地中間管理機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長野県土地改良事業団体連合会
【基本方針】
　長野県農業は、変化に富んだ気象や地形を活かし、農業者の先進性と勤勉性による高い技術力により、農畜
産物の総合供給基地の役割を果たすとともに、地域の基幹産業として貢献してきましたが、農業従事者の高齢
化及び担い手の減少により、農業生産力の低下や耕作放棄地の拡大などが懸念されています。　
　このため、意欲ある新規就農者を安定的に確保するとともに、地域の設計図「人・農地プラン」に位置付け
られた中心経営体への農地の集積を進め、企業的な経営感覚と強固な経営基盤を持った農業を実践する経営体
が本県農業を担う構造を構築していく必要があります。
　また、農業委員会法の改正により、農業委員会の必須業務となった農地利用の最適化の推進は、地域の共通
資源である農地を守り、活かす活動であり、この現場活動を行うに当たっては農地中間管理機構との連携が重
要です。
　このようなことから、長野県、ＪＡ長野中央会、（一社）長野県農業会議、長野県農地中間管理機構、及び
長野県土地改良事業団体連合会のさらなる連携強化を図り、「人・農地プラン」の充実支援と農地中間管理事
業の積極的な活用による担い手への農地の集積を加速させていくこととします。

　１�　担い手の更なる所得向上を目指し、担い手への農地の集積を加速させ、生産の効率化、低コスト化等を
図ります。

　２�　関係する組織・団体間の意識統一と役割分担の明確化により、関係機関が一体となって、農地中間管理
事業の推進を図ります。

　３　農業振興地域内の農地の集積は、農地中間管理事業の活用を基軸として進めます。
　４�　農地中間管理事業の重点区域においては、「人・農地プラン」の充実等を図る見直し活動を支援し、農

地中間管理事業の活用を推進します。
　５�　農地の出し手・受け手情報の掘り起しなどの現場活動の着実な推進により、農地中間管理事業の活用を

進めます。

8月30日に開催した農地利用集積促進に係る関
係機関団体連絡会議
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【関係５団体の農地中間管理事業の取組方向】
１　長野県
　　�・実効性のある「人・農地プラン」の作成・見直しに向けた重点支援による農地中間管理事業の活用促進
　　・複線化した流動化推進制度（農地中間管理事業、農地利用集積円滑化事業等）の見直しなどに係る調整　　
　　・農地中間管理事業と連携した生産基盤整備の推進
　２　ＪＡ長野中央会
　　・�農地利用集積円滑化事業の継承を含め、農業振興地域内の農地流動化については農地中間管理事業を活

用
　　・ＪＡは、農地中間管理機構から業務を受託し、担い手への農地利用集積を推進
　３　（一社）長野県農業会議
　����・�農業委員及び農地利用最適化推進委員による農地の出し手・受け手情報の掘り起こしなどの現場活動の

着実な推進による農地中間管理事業の利用促進
　４　長野県農地中間管理機構
　　・事業量の増加に対応するための業務委託体制を含めた農地中間管理機構機能の充実
　　・農地中間管理事業の活用促進につなげるための啓発
　５　長野県土地改良事業団体連合会
　　・農地中間管理事業推進に必要な生産基盤に係る技術的課題解決等に向けた助言

〔活動方針に基づく農業委員会の取組み〕

　農業委員会は、活動方針に基づき、「人・農地プラン」の充実・支援と農地中間管理事業の積
極的な活用による、担い手への農地の集積を加速させるため、農業委員と農地利用最適化推進
委員の連携による農地の出し手・受け手を掘り起こすための徹底した次の現場活動に取組みま
す。

　１�　農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員の話合いにより、各委員が自分の活
動する具体的な内容がわかる「農地利用最適化の推進に関する指針」を作成します。

　２�　農業委員及び農地利用最適化推進委員は、地域農業の将来像、設計図として市町村が定
める「人・農地プラン」を充実させるため、県、市町村の取組みと連携しながら、担当地
区での話合いに積極的に関与します。　　　　　　　　　　　　　

　　�　特に、農地中間管理事業の重点区域においては、農地利用の最適化に向け、市町村等関
係機関との役割のもとで積極的な活動に努めます。

　３�　農業委員及び農地利用最適化推進委員は、「人・農地プラン」をはじめ、農地中間管理機
構の農地借受け希望者、地域の大規模経営体、新規参入者等のリスト活用や農地の利用状
況調査等を活用し、戸別訪問の相手を明確化して掘り起こし活動に取組みます。

　４�　農業委員及び農地利用最適化推進委員は、戸別訪問等現場活動の記録を残すとともに、
農業委員会での情報の共有と併せて、農地中間管理機構への情報提供を進めます。
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改正農業委員会法に基づき約８割の
農業委員会が新体制に移行しました！

　　　　　
　昨年４月に施行された改正農業委員会法に基づき長野県内では、全体の７５％にあたる５８農
業委員会が新体制に移行しました。（平成２９年１０月末現在）
　新体制に移行した５８農業委員会では、旧体制の農業委員数（選挙委員・選任委員）９４２名
から新体制の農業委員数と農地利用最適化推進委員数の合計は１，０２２名となり、８０名の増員
（８．５％増）となりました。
　また、女性農業委員数は、旧体制１１４名から新体制１０９名と５名減少しましたが、新たに
農地利用最適化推進委員が５名加わり、委員数合計では１１４名と同数となっています。
　なお、残り１９農業委員会については、来年９月までに新体制に移行することになっております。

農地利用最適化交付金に係る報酬条例の整備状況について
　　　　　
　農地利用最適化交付金は、農業委員会による農地利用の最適化に向けた積極的な活動を推進す
るため、農業委員及び農地利用最適化推進委員の活動実績又は成果実績に応じて、委員の手当又
は報酬の財源として支給されるものです。
　同交付金を活用するには、原則として上乗せ条例を整備する必要がありますが、長野県内にお
ける平成２９年１０月１日現在の整備状況は次のとおりです。
　同交付金を全市町村で活用いただくとともに、それに必要な上乗せ条例を整備していただくよ
うお願いします。
　� 単位：市町村

報酬条例の整備状況 報酬条例の整備済み市町村

整備済
整備予定

未整備
岡谷市、飯山市、川上村、富士見町、
阿南町、南木曽町、大桑村、麻績村、
生坂村、山形村、朝日村、筑北村、
坂城町、山ノ内町、野沢温泉村、信
濃町、小川村、飯綱町

Ａ Ｂ Ｃ

１８ ０ ９ １７ ３３

　整備予定Ａ・・条例案が出来ており、議会上程の目途がついているもの
　整備予定Ｂ・・予算法規担当部局と整備に向けて調整中のもの
　整備予定Ｃ・・整備意向はあるがＡ・Ｂに該当しないもの
　未整備・・・・現時点で整備意向又は予定がないもの

⃝�トピックス
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平成３０年度農林水産関係予算概算要求の概要について
　　　　　
　平成３０年度の農林水産予算概算要求額は、平成２９年度予算額（２兆３，０７１億円）比
１５．０％増の２兆６，５２５億円となりました。農林水産省は、「農林水産業・地域の活力創造プ
ラン」に基づく農政改革を着実に実施する観点から、要求上限の前年度予算対比１５．０％で要求
しています。焦点であった「米の直接支払交付金」（７，５００円／１０a）の財源（平成２９年度
７１４億円）の使途については、明確に示されないものの、担い手への農地集積・集約化の加速
化に係る農業農村整備事業、平成３１年産から導入される「収入保険制度」などで大幅に増額要
求がされています。
　なお、農業委員会組織関係予算については次のとおりです。
１　農業委員会交付金　４７億１，８００万円（前年度：同額）
　⃝農業委員及び農地利用最適化推進委員の手当や職員設置、調査などに要する経費
２　農地利用最適化交付金　１００億４，２００万円（前年度：６９億９，３００万円）
　⃝�農地利用の最適化のための農業委員及び農地利用最適化推進委員の積極的な活動に要する経
費（農業委員及び農地利用最適化推進委員の活動実績及び成果実績に応じて委員の報酬又は
手当の財源に充当）

３　機構集積支援事業　　２９億３，３００万円（前年度：２９億４，３００万円）
　⃝�遊休農地の所有者の利用意向調査、所有者不明農地等の権利関係調査、農地台帳の情報更新
の経費

　⃝農業会議が実施する農業委員・農地利用最適化推進委員の研修経費
　⃝農地情報公開システム（全国農地ナビ）の維持管理経費　等

農業委員会巡回相談会を開催しています

　農業会議では同会議支部（地域振興局農政課内）の協力を得て、農業委員会巡回相談会を開催
しています。
　巡回相談会の内容は、①新体制移行に係る適切な事務処理の推進、②農地利用の最適化の推進

に係る意見交換・各種情報提供、情報事業・農業者年金の推進、③個別の農地相談などとなります。
　開催方法ですが、予め相談内容の確認と日程調整を行った上で、農業委員会事務局へ当会議職員が訪問し、農
業委員会事務局の職員のほか、時には会長にも出席いただき、相談会や情報交換を行うほか、委員会総会及び農
業委員会・地区段階の研修会の場を活用する場合もあります。
　巡回相談会は、その場で解決できない課題が多いわけですが、現場の課題を国や全国農業委員会ネットワーク
機構へつなげるためにも大変よい機会となっています。
　本年度は 10 月末現在で 27 農業委員会で開催しております。
　相談会を希望される農業委員会は、農業会議の支部または農政・農地
部までお気軽にお問い合わせ願います。

　なお、農地等に係る相談につきましては、引き続き、北澤農地相談員
（ＴＥＬ０２６－２３４－６８７１）、青木農地相談員（南信州地域振興
局農政課駐在　ＴＥＬ０７０－４３１４－６６４０）及び、当会議農地
相談員（担い手・経営・年金部及び農政・農地部職員）へご相談ください。

活動報告
activity�report
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「長野県女性農業委員の会」の総会が開かれ、
「長野県農業委員会女性協議会」に名称が変わりました

　長野県女性農業委員の会は、去る７月２７日に開催した平成２９年度総会において、規約が改正され、組織の
名称が「長野県農業委員会女性協議会」に変わりました。これは、平成２８年の農業委員会等に関する法律の改
正で、農業委員に加えて、農地利用最適化推進委員が新設されたことに伴う規約の改正です。これにより県内農
業委員会の女性委員全員が会員となりました。
　なお、１０月１日現在の女性委員は１６２名となっております。

「新任の農業委員・農地利用最適化推進委員研修会」を開催しました

　８月２１日から２４日にかけて県内４会場で、「新任の農業委員及び農地利用最適化推進委員研修会」を開催し
ました。
  昨年施行された改正農業委員会法に伴い、「農地等の利用の最適化」が農業委員会の必須業務になったことから、
活動に必要な知識習得を目的に開催したものです。
  当日は、農業会議から農地利用最適化の具体的な活動内容についてパワーポイントを使って説明があり、続い
て県農地中間管理機構の県農業開発公社や、県農政部の職員に講師をお願いし、農地利用の最適化に向けた農地
中間管理事業の活用や、農地法、農業経営基盤強化促進法、農業者年金制度などの説明を行いました。
　農業委員、農地利用最適化推進委員など、のべ７００名に出席いただきました。

「県農政部との意見交換会」を開催しました

　 ９月１５日に長野市で「県農政部との意見交換会」を開催しました。
　これは、県農業委員会協議会が主催したもので、今回は、県が策定を進めている「次期長野県食と農業農村振
興計画」の骨子（案）についてをテーマに意見交換を行いました。
　農業委員会協議会からは、「多様な人材の確保」をはじめ、「米の生産数量目標配分廃止に伴う対応」「海外輸出
対策」「中山間地農業の抜本的対応」などのほか、次期計画案に初めて大きな柱として加わった「消費者が求める
食の振興」についても、「地域独自の食文化の振興」などの提言が出され、幅広く意見交換が行われました。
　当日は、懇談会から出席いただいた阿部知事をはじめ、北原農政部長、関係各課長・室長及び地区農業委員会
協議会長や望月農業会議会長など３７名に出席いただきました。

あいさつする北原富裕県農政部長 あいさつする中村秀人県農業委員会協議会長



8

ながの農業会議だより

一般社団法人　長野県農業会議

〒 380-8570　長野県庁東庁舎 3 階
T E L　026-234-6871
F A X　026-235-2454
E-mail：24kaigi@nca.or.jp

発行日／平成 29年 11月 7日　　編集／一般社団法人��長野県農業会議

南箕輪村農業委員会
の活動から

　南箕輪村農業委員会では、８月にタブレット端末を活用した農地パトロール（利用状況調査）
を実施しました。
　システムは、（株）ＮＴＴデータ信越の「タブレット型電子野帳システム」を導入しました。同システムは、タブレッ
ト端末に地図データを取り込むことにより、位置情報をグーグルマップに現すことができるため、現在地を確認しなが
らどこの農地がどういう状況なのかの記録ができるほか、その結果はデータとして、端末から取り出すことができるの
で、利用状況を容易に集計・管理できます。
　今までは、紙にプリントアウトした図面と台帳だったので、現在地の特定が困難で、パトロールの実施から集計ま
でに２～３ヵ月を要していましたが、タブレット端末の活用により作業
を約１か月間短縮できました。
　導入経費はタブレット１０台を約４０万円で購入し、システムの維持
管理費が年間３０万円となっています。
　タブレットはＡ５サイズで、対象農地にはピンが表記され、タブレッ
トのカメラでその状況を写真で保存できる仕組み。新たな遊休農地など
を発見すると、その農地をクリックし、写真を撮ると、地番と日時が自
動的にファイル名となり保存されます。
　今後は、遊休農地の解消に役立てたいと意欲が高まっています。 タブレットからデータの取り込み

こちら事務局です
　農業者年金の加入推進強化月間が始まりました。
　農業者が集まる機会に、チラシ・パンフレットを使用し、「農業者年金が節税対策の決め手」になる事などの紹介をお願い
いたします。
　農業者年金は、「加入者累計１３万人に向けた後期２カ年強化運動」展開中で、９月末現在の状況は、県下目標３１１人
に対し、加入者２２５人の実績で、達成率７２．３％となっています。
　この制度を知らない農業者０（ゼロ）を目指し、目標達成に向けて頑張りましょう！

　加入推進用資材には、チラシ、バック、腕カバー、マグネット、マスクがありますので、当会議（担い手・経営・年金部）
までお問い合わせくさだい。

　現在、消費税の税率は一律８％ですが、平成３１年１０月からは１０％に引き上げられることになっており、これにあわせ
てスタートするのが「消費税軽減税率制度」です。
　消費税の軽減税率制度は、平成 ３１年１０月１日以降、①飲食料品（お酒や外食サービスを除く）と、②週２回以上発
行される新聞（定期購読されるものに限る）の消費税率が８％となる制度です。
　詳しくは、次のホームページを参考にされてください。

・特集－消費税の軽減税率制度（政府広報オンライン）：
  http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/index.html

平成２９年１１月～平成３０年２月は農業者年金加入推進強化月間です。

お�知�ら�せ


