
1

2019.12月発行
VOL.9

台風第 19 号による県内農業の被害状況（長野県農政部）

〇各地域の降水及び強風の状況（10 月 12 日 アメダス観測値）
■ 降水（24 時間降水量）

佐　久 303.5mm 東　御 148.5mm
長　野 132.0mm 野沢温泉 173.5mm

■ 強風（最大瞬間風速）
東　御 30.6m/s 12 日 23 時 35 分
辰　野 23.3m/s 12 日 17 時 44 分
松　本 18.2m/s 12 日 22 時 54 分
長　野 25.7m/s 12 日 20 時 51 分

〇農業被害の状況（12 月 5 日現在）
■ 地域別被害状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　        　（単位：千円）

■ 主な品目・施設別の被害状況
農作物被害 被害額（千円）

りんご（果実＋樹体） 1,000,948
水稲 202,929

もも（樹体） 136,901
ながいも 65,408
農業施設 被害額（千円）
頭首工 12,251,000
揚水機 6,500,000
水　路 5,016,000
道　路 2,088,000

冠水し収穫不能となったりんご畑

浸水により流された農業機械
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〇主な被害対策事業の概要

　国などの行政機関において台風第19号等に係る被害対策事業が整備されています。
主な事業の概要を紹介しますので、早期復旧・復興に向けて積極的にご活用ください。
詳しい内容をお知りになりたい方は、お問い合わせ先までご連絡ください。

制度の名称 被災農業者向け経営体育成支援事業 支援の種類 補助

制度の内容

● 被災した農業用ハウスなどの農業用施設の撤去、再建・修繕、農業機械の取
得・修繕にかかる経費に対して補助します。

　○補助率 ・ 園芸施設共済対象施設：国3/10（共済加入者は5/10相当）
　　　　　 　　　　　　　　　　　　県1.5/10以内、市町村1.5/10以内
　　　　　 ・農業用機械等：国5/10、県2/10以内、市町村2/10以内
　※台風第19号災害に伴う特別措置により、補助率を引き上げ
● すでに着手しているものも、被災状況の写真や納品書・領収書等があれば対象

とできます。
事業主体 市町村

お問い合わせ ・市町村の農政担当窓口
・各地域振興局農政課

制度の名称 被災農家営農再開緊急対策事業 支援の種類 補助

制度の内容

● 保管していた倉庫等が浸水し、米を出荷できなかった農家が営農を再開するた
めに行う取組（土づくり、土壌診断、種苗等資材の準備、ゴミ・瓦礫の除去
等）に要する経費を支援します。

　○単価：70,000円/10a
　○要件：今後、収入保険や任意共済特約等に加入すること

事業主体 市町村
お問い合わせ 市町村の農政担当窓口

制度の名称 持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策） 支援の種類 補助

制度の内容

●ほ場等からの稲わら等の撤去に係る経費に対して補助します。
　補助率：国　定額（5,000円/㎥）
● 大規模な浸水被害を受けた地域において、稲作農業の継続に向けて行う取組（土

づくり、土壌診断、作業委託及び機械レンタル等）に要する経費を支援します。
　○単価：①土づくり10,000円/10a（定額）
 ②作業委託、機械レンタル等　補助率1/2
　○要件：今後、収入保険や任意共済特約等に加入すること
● 被災を機に作物転換や規模拡大等に必要な、パイプハウスの生産資材購入（自力施

工）や、併せて行う被災ハウス資材の処分にかかる経費に対して補助します。
　○補助率:国1/2
●追加防除・施肥・次期作に必要な種子・種苗の確保に係る経費に補助します。
　○補助率:国1/2
●飛散したガラス等の撤去に係る経費に補助します。
　○補助率:定額（14,000円/10a以内）
●他の集出荷施設等への農作物の輸送等に要する経費に補助します。
　○補助率:定額（7,000円/t）

事業主体 市町村、農業者が組織する団体等
お問い合わせ 市町村の農政担当窓口
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制度の名称 持続的生産強化対策事業（果樹産地再生支援対策） 支援の種類 補助

制度の内容

●被害を受けた樹園地の改植に要する経費、幼木の管理経費を支援します。
　○改植経費：慣行樹形 17万円/10a、省力樹形（新わい化）53万円/10a
　○幼木の管理経費：22万円/10a
● 大規模改植を行う場合に、早期成園化や営農継続・発展の取組（①果実が実る

までの期間を短縮するための大苗育成のための経費、②未収益期間中の代替農
地での営農のための経費、③営農再開後のための省力技術の研修参加のための
経費）を支援します。

　○単価：① 20万円/10a、② 52万円/10a、③ 3万円/10a
　○要件：経営面積の過半を改植
● 次期作の営農のために行う①樹体洗浄や樹勢回復（付着した泥の洗浄、樹体に

絡まったごみの除去、樹勢回復のための摘果やせん定 等）、②病害まん延防
止の取組を支援します。

　○単価：① 7.4万円/10a、② 2万円/10a
事業主体 各地域の果樹産地協議会（被災農業者が各地区の協議会に申請）

お問い合わせ
・市町村の農政担当窓口
・県庁園芸畜産課　０２６－２３５－７２２７

制度の名称 農業制度資金 支援の種類 融資

制度の内容
●被害を受けた農作物の植え替えなどの経営に必要な資金を融資します。
●農業用施設の補修や建て替えに必要な資金を融資します。

お問い合わせ

・お近くの農協
・㈱日本政策金融公庫 長野支店 ０２６－２３３－２１５２
・市町村の農政担当窓口
・各地域振興局農政課・各農業改良普及センター
・県庁農村振興課 ０２６－２３５－７２４２

制度の名称 ㈱日本政策金融公庫による資金貸付 支援の種類 融資

制度の内容

● ㈱日本政策金融公庫では、農林漁業者に対する各種の資金貸付を行っています。
　○ 農林漁業セーフティネット資金 ： 農林漁業経営の再建に必要な資金を融資

します。
　○農林漁業施設資金：農林漁業施設の復旧のための資金を融資します。
　○ 農業基盤整備資金： 農地・牧野又はその保全・利用上必要な施設の復旧のた

めの資金を融資します。
●上記のほかにも農林漁業者に対する資金貸付がございます。
　各種貸付事業の詳細については、㈱日本政策金融公庫にご確認ください。

お問い合わせ
株式会社日本政策金融公庫（事業資金相談ダイヤル） 
０１２０－１５４－５０５

〇相談窓口
　被災された農業者の皆様の農作物等への技術的な対応や制度資金の活用など、今後の農業経営
の相談については、お近くの長野県合同庁舎内の農業改良普及センター又は県庁農業技術課に来
所またはお電話によりご相談ください。
　※相談時間／平日の８時30分から17時15分まで
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〇農業会議の取組
【被災状況調査】
　 　10月30日に農業会議の望月会長

が特に被害の大きかった長野市長沼
地区を始め、須坂市・小布施町・中
野市の被災状況を調査しました。長
沼地区では、長野市農業委員会の小
島会長に案内いただき被災者からの
生の声を聞き取りするとともに、果
樹園や水田の土砂流入状況を確認し
ました。

【県及び県議会への要請】
　 　11月５日に農業会議を含む関係７団体で構成する県農業団体災害対策協議会（事務局：農

業会議）は、同協議会の会長を務める望月会長やＪＡ長野中央会の雨宮会長など関係者が出
席し、被災農家の救済策と産地の復興支援策について、県及び県議会に対し、それぞれ要請を
行いました。望月会長から「一日も早く被災農家が立ち直り、希望をもって営農が継続できる
ように、また、産地の早期再建に向けて万全な措置を講じていただきたい」と要請し、小岩副
知事からは「県として、しっかりと受け止め一日も早く経営が再開できるよう支援していきた
い。」、清沢県議会議長からは「県議会としても要請事項が実現できるよう支援していきた
い。」とそれぞれ回答がありました。

【義援金活動】
　 　被災された農業者等の経営と生活の回復を図り、一日も早い復興を支援するため、農業委員

会組織では義援金の募集活動に取り組んでいます。１人でも多くの方のご支援をお願いしま
す。

↑現地調査の様子
　　中央・望月会長、右・長野市小島農業委員会長

↑左・農業会議望月会長、　右・小岩副知事への要請 ↑左・清沢県議会議長への要請



5

ながの農業会議だより

 
　「第４回長野県農業委員会大会」を開催しました

　令和元年11月11日に県農業会議と県農業委員会協議会主催の「第４回長野県農業
委員会大会」を上田市で開催し、約1,500人の農業委員及び農地利用最適化推進委
員等関係者が出席しました。

 

大会では、緊急議案として「台風19号による農業被害対策に関する要請」を上程するととも
に、「農地利用最適化の推進に関する要請」及び「農業委員会活動の取組強化に関する申し合わ
せ」議案の全てを決議しました。
　今回の申し合わせ決議にあたっては、これに先立ち、県農村振興課の有賀課長から県の「人・
農地プラン推進方針」と、これを進める５機関（県、農業会議、ＪＡ長野中央会、農地中間管理
機構、土地改良事業団体連合会）で合意した「活動方針（改訂版）」の説明があり、さらに農業
委員会組織の取り組みとして、10月に改訂した「地域農業を考え、農地等の利用の最適化を進め

る長野県運動」について、農業会議から説明が行われ、確認されました。

　基調講演については、一般社団法人会議ファシリテーター普及協会の釘山健一代表理事から
「これからの農業は、最新の対話のスキルとまちづくりの視点が変える」と題して、話し合いを
通じ、楽しく合意形成を生み出していく手法について、大変楽しい講演をいただきました。事例
報告では、松川町農業委員会事務局の宮島公香農地係長から、「増野地区における「人・農地プ
ラン」の取組み」について、発表をいただきました。

活動報告
activity report

左から
農業会議　望月会長
農業会議　小林専務理事
県農村振興課　有賀課長
JA長野中央会　雨宮会長
農地中間管理機構　北原理事長
県土地改良連合会　吉沢課長
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　大会で決議した事項の要請活動を実施しました
　決議事項の実現に向けて、11月17日に、飯島町で「長野県
選出国会議員との上伊那・南信州地区農政懇談会」が、11月
24日に、長野市で「北信地域15市町村農業委員会長と県選出
国会議員との農政懇談会」が、12月１日に、佐久市で「長野県
選出国会議員（３区）との農政懇談会」が、地区農業委員会協
議会の主催により開催され、県選出国会議員に対する要請活動
が実施されました。
　11月28日には、東京で開催された「全国農業委員会会長代
表者集会」に合わせて、同代表者集会で決議された「新たな
『食料・農業・農村基本計画』の策定等に向けた要請」を含め
て、本県選出国会議員に対し、農業会議と農業委員会協議会の
正副会長が議員会館に出向いて要請活動を実施しました。
また、12月13日には、阿部知事、清沢議長及び荒井副議長に
対して、望月農業会議会長、市川、小林両副会長、小島農業委
員会協議会長が要請活動を実施しました。

　第４回長野県農業委員会大会の基調講演を振り返る
　演題　“これからの農業は、最新の対話のスキルとまちづくりの視点が変える”
　　　　　　　　　　　　　～人・農地プランの実質化は、座談会の実質化から～
　講師　一般社団法人　会議ファシリテーター普及協会　代表理事　釘山健一　氏

　本年度は、我々農業委員会組織が重点的に取り組む「人・農地プラン」の実質化に向けた話し
合い活動について、これまでの話し合いの現場における問題点を理解するとともに、最新の話
し合い技術や合意形成までの手順などの知識習得を図るため、会議の達人である一般社団法人会
議ファシリテーター普及協会の釘山健一代表理事をお招きして講演をいただきました。さすがお
しゃべりのプロフェッショナルで、講演が始まって直ぐに巧みな話術に引き込まれ、会場にいる
1,500人全員が最後まで真剣に聞き入っていました。
　今回の講演のキモを整理しましたので、今後の話し合い活動の参考にしてください。
■会議の形状を変えてみよう！
　 　日本の話し合いは100年前から、ロの字型でお茶が付きものでした。ロの字でできる真ん中

の空間は「見えない壁」と言われ、この壁により向こう側とこちら側という分離感を生じさせ
合意形成が進まない堅苦しい雰囲気が作り出されてしまっているんです。

　 　最新の会議形式は、机を２台並べて少人数のグループごとに話し合うようにすることです。
これによりグループ内の一体感が生み出され、話し合いも明るく活発になるんです。
■明るい未来の将来像を話し合うんだから明るく楽しい雰囲気づくりに努めよう！
　 　「課題が多いし、話し合いだから堅苦しくなってもしかたない。」という考えは100年前の

考え方です。そんな雰囲気では夢と希望に溢れた地域農業の将来像を描けるわけありません。
旅行の計画を立てるのって楽しいですよね。家を建てる時に間取りを決めたりするのってワク
ワクしますよね。地域の将来をどうしていこうかっていうのも同じことです。会場は殺風景に
せず、明るく楽しい雰囲気づくりに心掛けることが大事です。

上
伊
那
南
信
州

北
信
地
域
１
５
市
町
村

長
野
３
区
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■「話す会議」から「書き出す会議」へ！
　 　これまでの会議って、いつも同じ人ばかり話していませんか。声の大きな人の意見でまと

まっていませんか。意見を言えない人は、どうせ意見を言っても変わらないと思っていません
か。こんな会議でまとまったものは実行力がありません。

　 　これからは「話す会議」から「書き出す会議」に変えるべきです。最新の会議では発言力の
弱い人でも自分の意見が言えるように「思った事を付せんに書き出す」だけです。これだけ
で、出される意見やアイデアの量は飛躍的に増えます。

　 　付せん会議のメリットは、①頭を整理してから話し合える　②発言力の弱い人でも思いを伝
えることができる　③話し合いのハードルが下がる　④相手の意見を聞く姿勢ができる　⑤自
分の考えを超える考えが引き出せる　⑥話し合いに動きが生まれる　ことです。付せんを使う
ことにより劇的に会議は変わります。
■多数決でなく投票で決める。この投票が合意を図る極意です！
　　意見を取りまとめるときに多数決では結果に不満がでます。
　 　不満を出にくくするため投票にしましょう。投票は　①自分のグループに投票ができない　

②１人３票あるというルールで行うことで、自分の投票した以外の結論でまとまっても「しょ
うがないか」という気持ちになり、実行力のあるものになります。
■まとめ　＜合意が生まれる４段階＞
　第１段階　明るく前向きな雰囲気
　第２段階　付せんを使って全員が発言
　第３段階　意見の整理を自分たちでやる
　第４段階　投票で決める
　これがＭＦＡメソッド(合意形成型会議)です。
　 　ぜひ農業委員会でも地区の話し合いに臨む前に予行

演習としてワークショップを実践してみませんか。農業会議ではワークショップの実践研修も
支援していますのでお気軽にお声掛けください。

「人・農地プラン」の実質化の活動最前線

　～木曽地域振興局（木曽地域支援チーム）～

　　木曽地域振興局では、町村ごとに支援チーム（構成メンバー：農政課、農地整備課、普及セ
ンター）を設置し活動しています。
　木曽地域は、中心経営体（認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、基本構想の目標所得
水準達成者等）への農地の利用集積・集約化を目指す理想的なプランの作成は難しいのが現状です。
話し合いにおいては、将来への危機感を煽るだけでは解決には結びつかず、むしろあきらめムー
ドに拍車がかかることが危惧されます。しかし、このままでは農地の荒廃化が進み、農村社会の
環境維持にも悪い影響が及びます。
　このため、支援チームでは、地域の実態を掌握した上で、将来の目指すべき姿を想定し、地域
に暮らす方々の農業への参画や、既存の農作業受託組織の拡充・オペレーターの確保育成、また
農地の受け手が喜ぶ土地改良など具体的な提案を行っています。
　今後も、ここに暮らす方々が将来にわたって安心して農業に取り組み、ここで農業をしたい方
が一人でも増えるよう、町村関係者と共にプランの実質化に取り組んでまいります。

⃝ トピックス
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ながの農業会議だより

　～阿智村農業委員会～
　当村では５つの人・農地プランがありますが、必ずしも現在の村の実情に合っていないというと
ころから実質化に向けての検討が始まりました。面積が広く、実情や風土も地区ごと全く違う中で
農業委員及び農地利用最適化推進委員さんで一番いい方法を模索してきました。まずは今後の話し
合いに向けて意見交換をしてみようという事になり、６月から委員さんが主体となって村職員や農
業委員会事務局も同席する中で実施していただきました。意見交換では、地域の方と地元委員さん
が農地だけに関わらず阿智村農業について思っている事、感じていることを話していただき地元農
家さんの想いを感じる場となるとともに、現状の確認と問題点の洗い出しができました。
　農業委員会では、話し合いの機運が高まったことで、人・農地プランの実質化の取組を加速させ
るため、９月 26 日に農業会議から講師を招いて研修会を実施し、委員さんの目的意識の統一と役
割の明確化を図りました。
 11 月からは委員さんの協力により農家さんの農地利用の意向を調査し、話し合いに向けての材料
として集約していきます。そして、これからの農閑期における地域の話し合いの資料として活用し
ていくこととしています。人・農地プランの話し合いでも委員さんの活躍が必要不可欠で、活発な
話し合いにより地域の農地を守るという想いが村全体へと広がることを期待しています。

　　　　　　�改正農地中間管理事業法が 11 月１日から施行され、

　　　　　　事務手続きが簡素化されました。

　「農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が本年５月に公布され、その
一部が 11 月 1 日に施行されました。残りの部分は令和２年４月１日に施行されます。
１　11 月 1 日施行のポイント
　　農地中間管理事業の事務手続きが簡素化されました。

区分 見直し前 見直し後

集積手法全体 市町村の「集積計画」と機
構の「配分計画」の二つ必要

出し手と受け手のマッチングできている場合は集積計
画のみでも機構の借入れ、転貸が可能な仕組み創設

配
分
計
画

縦覧 縦覧２週間必要 縦覧は廃止。代替措置として、HP 等で機構が利害
関係人への意見聴取

配分計画
作成主体 市町村のみ 旧円滑化団体（ＪＡ、市町村公社）の一部も作成可能

利用状況
報告 すべての者に義務づけ 農業委員会が毎年行う「農地利用状況報調査」の活

用により義務付けを廃止（必要な場合は徴収可）

２　令和２年４月１日施行のポイント
　　農地利用集積円滑化事業が、農地中間管理事業と統合一体化されます。
　 　旧円滑化団体は、農地中間管理機構からの業務委託を通じ、農地集積・集約化を一体的に推

進していただきます。今まで、円滑化事業として担い手に貸し付けている農地については、随時、
農地中間管理事業に移行していきます。

旧円滑化団体が経過措置として、
令和２年４月 1 日以降もできること

農地利用集積円滑化事業として
できなくなること

○貸し付けている農地は契約期間満了まで貸し付けが可能
○ 農地中間管理機構に対する一括承継の申し出（令和５年３

月 31 日まで）

○新規の農地の借受け
○契約期間満了後の更新

　※今後、政省令が示されてから農地中間管理機構において説明会が開催される予定です。

 情報提供


