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「農地利用の最適化について」

　平成28年4月施行の改正農業委員会法では、「農地等の利用の最適化」、すなわち「担い手への集積・
集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入を促進」する活動が農業委員会の新たな必須業務とし
て位置付けられました。また、その活動を行うにあたっては、農地中間管理機構との連携に努めること
が求められています。

１　農地利用の最適化とは 
　　（このために活動することが農地利用最適化推進委員・農業委員のいわば使命）

↔ 
具体的には

２　農地利用最適化の推進活動とは
　１　人・農地プランなど、集落における農業者の話し合いの場づくり
　２  　戸別訪問や調査などによる、農地の出し手や受け手への意向確認を踏まえた担い手に対する農地
のあっせん

　３　農地の出し手に対する農地中間管理事業の活用促進
　４　遊休農地の発生防止・解消に向けた農地の利用状況調査や利用意向調査の実施
　５ 　農地のあっせんや農地の所有者等との調整活動を通じた既存の担い手だけでなく、新規就農者等
の参入支援

地域の現状と今後を考える中で、農地をどう活用していくか、担い手にどう集めるか。
「人と農地」がもっとも効率的な結びつきとなるよう活動する。

農地 人

担い手への
農地利用の
集積・集約化

遊休農地の
発生防止・解消

新規参入の促進
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農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積活動の展開

１　農業委員会活動と農地中間管理事業との連携の強化

　2013 年に国が決定した「日本再興戦略」において、農業生産現場の強化が打ち出され、担い手
への農地集積率 8割が目標として示されました。これを実現するため、全国に農地中間管理機構
が設置されるとともに、農地集積に向けた現場活動が加速されるよう農業委員会法も改正され、主
に現場で担い手農家や農地の出し手農家の意向を聞き、集積につなげる活動を行う農地利用最適化
推進委員が設置されることになりました。 
　しかし、昨年の農地中間管理機構を活用した担い手への集積状況は、前年度までの伸びが止まり、
前年実績を大きく下回り、まだまだこの動きが効果的に機能するには至っていません。
　一方、本年度は、本県も含め、全国において、改正農業委員会法による新体制に移行する農業委
員会がピークを迎え、いよいよ多くの農地利用最適化推進委員が誕生し、農地の受け手、出し手の
意向情報が中間管理機構等と効果的に結び付いていく体制が整ってきます。このため、農業委員会
の活動への期待は大変大きくなっています。

２　具体的な活動

農地利用最適化推進指針の作成 (農業委員会として )

○ これを作ることで、各委員が具体的活動をイメージでき、委員会全体で計画的な活動展開が

可能に。（農業委員会法で規定）

中間管理機構の重点区域等機構への集積が要件となる諸施策への積極的関与と活動

○ 重点区域は土地改良事業等実施地区で農地集積目標実現のため設定することから、他の関係

団体等と一緒に、農地の掘起し・集積に対し中心となって活動。

○この他、機構活用により実施上有利となる国等の事業との積極的関与と活用。

既存の担い手等意向情報を利活用した農家等の意向確認活動

○市町村で策定されている「人・農地プラン」上の担い手農家等

○中間管理機構の借受希望者名簿、貸し手リスト

○遊休農地の利用状況調査結果　等

地域でのアンケート調査の実施、集落の話合いへの参加、地図の活用など

○地域でアンケート調査を行い、農家の意向把握を基にした活動（全国で事例多）。

○ 「人・農地プラン」検討会、中山間地域直接支払い事業や多面的機能支払事業活動の話合い

等への積極的参加。

　　　 ※ 活動した内容は、活動カード等へ必ず記録して、農業委員会全体で情報を活かし、委員本人や農業
委員会の計画的な活動につなげましょう。

農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積活動の展開農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積活動の展開農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積活動の展開農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積活動の展開
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平成２９年度農地パトロール
（利用状況調査・利用意向調査等）について

１　農地パトロールのねらい

　農業委員会の法定業務として、全ての農業委員会で毎年１回、８月頃に利用状況調査を実施する事とされ

ています。

　調査のポイントは①管内全ての農地の状態を「利用状況調査」で把握し、②遊休農地については所有者等

に「今後どう活用したいのか」利用意向調査で確認することにあります。

　農業委員会は、「人・農地プラン」をはじめとする地域（集落）での話し合いの場づくりに積極的に関与し、

農地パトロールで得た、農地の情報や農地所有者の意向等の情報を市町村等関係者と共有しながら、目指す

べき地域農業の将来像について、合意形成を図ることが重要です。
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　　　　　　　　　　２　平成29年度の主な変更点

　　　　　これまで、「耕作者不在となるおそれのある農地」とは、耕作者が死亡・耕作者が遠隔地に転居・
知事裁定によって設定された農地中間管理権の存続期間が１年未満の農地に限られていました。
　今年 6月の農地法施行規則の一部改正で新たに、相続未登記等により、所有者が分からない農地の集積・
集約化を円滑に行うため
　①　耕作者のリタイア等に際し、他の権利者の所在が不明である農地
　②　農地中間管理権の残存期間が１年以下で、所有者等が確知することができなくなった農地
についても、「耕作者等からの農業委員会への申出等により、所有者等を確知できない旨の公示・知事裁定
手続きによって農地中間管理機構が利用権を取得することが可能」となりました。

３　非農地判断（非農地通知）について

　利用状況調査によって農業委員会が再生不可能と判断した遊休農地や、農地の所有者から農地に該当しな
い事の証明を依頼された場合、農業委員会は総会（部会）で農地・非農地の判断をし、「非農地」と判断し
た土地については、所有者等・関係機関へ通知します。

４　注　意　点

　利用状況調査で遊休農地として利用意向調査書を発出した農地について、機構へ情報提供するときは、長
野県農政部長通知で示された「農地中間管理機構への農地等の情報提供するための様式」に状況を記入し、
トラブル防止のため現場写真を撮影し記録しておきます。

改正法に基づく農業委員会の体制強化
　昨年４月に施行された改正農業委員会法により、改選を迎える農業委員会から順次新体制に移行すること
になっています。現在の移行状況は、次のとおり（全国 23.2％増、長野県 8.5%増）ですが、今後、新体制
に移行する市町村にあっては、農地利用最適化の推進機能が十分発揮できる体制となるよう、農業委員会の
体制強化（農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数確保）に向けた取り組みをお願いします。

１　新体制に移行した農業委員会
　⑴　全　国　　288 委員会（全 1,709 委員会の 16.9％：平成 29年 3月末現在）
　⑵　長野県　　  22 委員会（全 77委員会の 28.6％：平成 29年 7月 14 日現在）
　　　　　　　　（ 長和町、茅野市、池田町、辰野町、伊那市、小川村、富士見町、阿南町、千曲市、松川町、

小海町、長野市、塩尻市、信濃町、飯島町、野沢温泉村、東御市、朝日村、生坂村、南牧村、
北相木村、佐久市）

２　新体制の状況
　⑴　全　国（平成 29年 3月末現在）

・新体制　　7,755 人（農業委員実数 4,023 人＋推進委員実数 3,732 人）
・旧体制　　6,294 人（選挙委員実数 4,747 人＋選任委員実数 1,547 人）

　　　　　○新体制の増加数 1,461 人、増加率 23.2%
　　　　　○農業委員数は、 2,271 人（36.1%）の減少
　⑵　長野県（平成 29年 7月 14 日現在）

・新体制　　470 人（農業委員実数 302 人＋推進委員実数 168 人）
・旧体制　　433 人（選挙委員実数 338 人＋選任委員実数　95人）

　　　　　○新体制の増加数 37人、増加率 8.5%
　　　　　○農業委員数は、131 人（30.2%）の減少

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　これまで、「耕作者不在となるおそれのある農地」とは、耕作者が死亡・耕作者が遠隔地に転居・　　　　　これまで、「耕作者不在となるおそれのある農地」とは、耕作者が死亡・耕作者が遠隔地に転居・
知事裁定によって設定された農地中間管理権の存続期間が１年未満の農地に限られていました。知事裁定によって設定された農地中間管理権の存続期間が１年未満の農地に限られていました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　これまで、「耕作者不在となるおそれのある農地」とは、耕作者が死亡・耕作者が遠隔地に転居・　　　　　これまで、「耕作者不在となるおそれのある農地」とは、耕作者が死亡・耕作者が遠隔地に転居・
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３　新体制に移行した県内の農業委員会の状況について（平成29年7月14日現在） （単位：人）

市町村名 移行日 移行前の委員数 新制度移行後の委員数 増減
(B)-(A)選挙 選任 計（Ａ）（　）女性 農業委員（　）女性 推進委員（　）女性 計（Ｂ）

長 和 町 H28.  4.  1 １１ ３ １４   （２） １４   （３） ４（０） １８   （３） ＋４
茅 野 市 H28.  4.  1 ２０ ６ ２６   （２） １８   （２） ９（０） ２７   （２） ＋１
池 田 町 H28.  4.  1 １０ ４ １４   （２） １２   （２） ２（０） １４   （２） ±０
辰 野 町 H28.  4.  1 １２ ４ １６   （３） ７   （３） ７（０） １４   （３） -２
伊 那 市 H28.  4.  1 ３０ ４ ３４   （２） ２４   （２） ９（０） ３３   （２） 　-１
小 川 村 H28.  4.  1 ７ ３ １０   （２） ８   （２） ４（０） １２   （２） ＋２
富士見町 H28.  4.  1 １３ ５ １８   （２） １４   （３） ４（０） １８   （３） ±０
阿 南 町 H28.  5.  4 １２ ５ １７   （３） １１   （０） １０（０） ２１   （０）     ＋４
千 曲 市 H28.  7.20 ２１ ５ ２６   （２） １５   （０） １５（０） ３０   （０） ＋４
松 川 町 H28.12.16 １３ ２ １５   （１） １１   （３） ５（０） １６   （３） ＋１
小 海 町 H29.  2.  1 １１ ３ １４   （１） １４   （２） ２（０） １６   （２） ＋２
長 野 市 H29.  3.  2 ４０ ８ ４８   （２） ２５   （１） ４２（０） ６７   （１） ＋１９
塩 尻 市 H29.  3.20 ２２ ８ ３０   （４） １９   （３） ７（１） ２６   （４） -４
信 濃 町 H29.  4.  1 １２ ６ １８   （２） １２   （２） ８（０） ２０   （２） ＋２
飯 島 町 H29.  4.  1 １２ ４ １６   （２） １２   （２） ４（０） １６   （２） ±０
野沢温泉村 H29.  4.  1 ５ ４ ９   （２） ６   （１） ２（０） ８   （１） -１
東 御 市 H29.  4.  1 １７ ４ ２１   （２） １８   （２） ５（０） ２３   （２） ＋２
朝 日 村 H29.  4.15 １０ ３ １３   （２） １１   （２） ３（０） １４   （２） ＋１
生 坂 村 H29.  5.17 ８ ３ １１   （２） １０   （２） １（０） １１   （２） ±０
南 牧 村 H29.  5.17 ６ １ ７   （０） ８   （０） ２（０） １０   （０） ＋３
北相木村 H29.  5.17 ６ ３ ９   （０） ９   （０） ０（０） ９   （０） ±０
佐 久 市 H29.  5.19 ４０ ７ ４７   （４） ２４   （３） ２３（０） ４７   （３） ±０
合 計 ３３８ ９５ ４３３（４４）３０２（４０）１６８（１）４７０（４１） ＋３７
　　※伊那市の推進委員の定数は 10人（1人欠員）
　　※松川町の農業委員の定数は 12人（1人欠員）
　　※朝日村の農業委員の定数は 12人（1人欠員）
　　※北相木村の農業委員の定数は 11人（2人欠員）

農地利用最適化交付金の活用
　農地利用最適化交付金は、農業委員会の新たな法令業務である農地利用の最適化の推進に向けた活動に対
し、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて、農業委員及び農地利用最適化推進委員（以下
「推進委員」という。）の手当又は報酬の財源として措置されたものです。
　改正法に基づき新制度に移行した（している）農業委員会が対象となっており、平成29年度は、69億
9,300万円が措置されていて、全国1,486委員会（本県62委員会）が対象になっています。
　農地利用最適化交付金は、農地利用の最適化に向けた活動を実施した農業委員会を対象に「活動実績（３
割）」と「成果実績（７割）」の双方を評価して交付されますが、農業委員及び農地利用最適化推進委員に
対して農地利用最適化交付金を反映した報酬を支給するためには、地方自治法（昭和22年法律第67号）第
203条の２第4項に基づき、報酬の額及びその支給方法を条例で定める必要があり、国は、同条第2項の規定
との整合性を確保した条例のイメージを平成28年12月に示したところです。
　県内の交付金の活用状況等は、次のとおりです。
　農地利用最適化は、国が今回法定化した業務であることから、この活動に必要となる経費を、国が措置し
たものです。このため、地域での活動を活発化するためにも、同交付金を積極的に活用いただくとともに、
条例未整備の農業委員会にあっては、国の条例案や先行事例を参考に平成29年9月議会又は12月議会に上乗
せ条例を制定いただきますようお願いいたします。

３　新体制に移行した県内の農業委員会の状況について３　新体制に移行した県内の農業委員会の状況について
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　【平成28年12月に国が示した上乗せ条例のイメージ】
○非常勤職員の報酬及び費用弁償条例イメージ（下線部分は改正部分）
　
（非常勤の特別職の報酬）
第○条　非常勤の特別職の報酬は、別表のとおりとする。
別表

職 報　酬　額
○○委員会 委員長 月額　　○円

委員 月額　　○円
農業委員会 会長 月額○円以内で、市長が別に定める額

委員 月額○円以内で、市長が別に定める額
農地利用最適化推進委員 月額○円以内で、市長が別に定める額

　　※１： 本条例イメージは、農業委員会の委員等への報酬額を、農地利用最適化交付金の交付額の確定
後、市町村が規則等により定められるようにするもの。

　　※２： 年度末に報酬額を定めた場合には、年度当初から適用し、報酬を支払うための所要の手当が必要
となる場合がありますので御留意ください。

　　※３： なお、報酬額の算定については、活動日数等に応じて支給する方法等が考えられますので、地域
の実情を踏まえて決定願います。

　【交付金の活用状況（長野県）：平成29年7月14日現在】
交付対象市町村数
（平成 28・29 年
度に新制度移行し
た（する）市町村）

Ｈ２９予算要求時
に県へ要望してい
る市町村数

上乗せ条例を策定
済みの市町村数 上乗せ条例を策定済みの市町村

６２ ４７ １２
信濃町、野沢温泉村、朝日村、生坂村、
大桑村、麻績村、岡谷市、山形村、筑北村、
小川村、飯綱町

　　「農地の利用集積施策の改善」「担い手・経営対策」等について
　　長野県選出国会議員への要請懇談会を開催しました
　長野県農業会議では、農業・農村が抱えている厳しい環境の
中、農地の利用集積や担い手の育成・確保、遊休農地の発生防
止・解消は喫緊の課題となっているため、５月２９日に東京で開
催された「全国農業委員会会長大会」の決議事項である「農業・

農村の持続的発展と競争力強化に向けた政策提案」について、長野県選出国会
議員と農業委員会長との要請懇談会を開催しました。

　本県選出国会議員１１人が出席する中、全国農業委員会会長大会での決議事
項を要請するとともに、①農地の利用集積施策の改善、②担い手・経営対策、
③中山間地域対策、④新たな農業委員会制度の定着支援とネットワーク機能の
強化の４項目のうち、特に本県と関連のある課題について８７人の農業委員会
長などと懇談いたしました。

　当日は、全国農業会議所主催による「第９回耕作放棄地発生防止・解消活動
表彰」も行われ、農林水産大臣賞には、「地域農業を守り、地域活性化を目指
す」ために設立された長野県の「有限会社信州うえだファーム」が受賞されま
した。農業経営はもちろん、条件不利農地の借入による耕作放棄地再生利用事
業として、就農希望者へ園地の受け渡しを行う等の園地継承の総合的な仕組み
作りや、耕作放棄地をワイン用ブドウの生産団地に再生し、地域で取り組む
「千曲川ワインバレー構想」を推進した功績などが評価されました。

長野県選出国会議員への要請懇談会（東京）

山本農林水産大臣（右）から表彰状を受ける有限
会社信州うえだファームの元木喜一郎専務取締役

【平成28年12月に国が示した上乗せ条例のイメージ】【平成28年12月に国が示した上乗せ条例のイメージ】
○非常勤職員の報酬及び費用弁償条例イメージ（下線部分は改正部分）○非常勤職員の報酬及び費用弁償条例イメージ（下線部分は改正部分）
【平成28年12月に国が示した上乗せ条例のイメージ】【平成28年12月に国が示した上乗せ条例のイメージ】
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「平成２９年度　農地利用最適化推進研修会」を開催しました

　６月７日に塩尻市で「平成２９年度　農地利
用最適化推進研修会」を開催しました。
　この研修会は、県農業再生協議会担い手・農地部会と長野県
農業会議が主催したもので、「農地利用最適化の推進」をテー
マに初めて開催しました。
　当日は、市町村、農業委員会、ＪＡ等の関係者１２５名が参
加し、県農政部農村振興課から、農地利用の最適化の推進につ
いての県の取組み、農業会議と農地中間管理機構から、農地集
積の手法について、また「遊休農地の発生防止・解消」につい
て、県農政部農業政策課、農業会議、農地中間管理機構からそ
れぞれ、制度の仕組み、取組みのポイントについて説明しまし
た。

第２回通常総会
　６月２０日に松本市で、当会議の「第２回通常総会」を開催しました。
　望月会長はあいさつで、「農業委員会の活動が農地中間管理事業推進のカギを
握る」として、積極的な取組みを強く呼びかけました。
  また、北原県農政部長様、諏訪県議会副議長様、春日ＪＡ長野中央会専務理事
様、藤井松本市農林部長様から、それぞれ御祝辞をいただきました。
　提出した平成２８年度事業報告及び計算書類、監事の補欠選任（案）はいずれ
も承認されたほか、農業者年金の加入目標を達成された１９の農業委員会が表彰
されました。
  総会終了後に、一般社団法人全国農業会議所の柚木（ゆのき）茂夫専務理事様が「農政・組織をめぐる情勢と農地
利用最適化の推進について」と題した講演を行い、「農業、地域の活性化にむけ、農業委員会の機能をフルに活用し
ていくことが重要」と話がありました。

農地利用最適化推進研修会で挨拶する小林文彦専務理事

　安曇野市農業委員会（板花守夫会長）の明科地区では、
荒廃地が２４７．９㌶と、市の遊休農地面積の６６％を占
めています。そこで現在「明科地域の農業を守る会」会長

で農業委員の池上洋助さん（63歳）は、ワイン用ぶどうの導入を提案し、同会が中
心となり遊休荒廃地を開墾し、ワインブドウ畑として甦らせました。
　安曇野市は、旧５町村が合併し、現在も農業委員会の中で地域長が選任されてい
て、安曇野市農業委員３期目で、明科地域長でもある池上さんは、遊休農地の多さ
にジレンマを感じていました。「このままではいけない」と、地域内の農業委員４
名に働きかけ、明科地域荒廃地再生検討会で話合いを重ねました。
　土壌分析の専門家でもある池上さんは、土壌分析など下調べをした結果、かつて
地域を支えた桑畑15ｈａが荒廃化していた一方で、取付け道路もあり、北アルプスを間近に望む標高600㍍からの眺望
がある天王原（てんのうぱら）地域をワインブドウの適地として提案することにして、2012年にその構想を提案しまし
た。
　13年には、明科地域農業委員を中心として、荒廃農地の再生事業を具体的に進めるための組織、明科に「明科地域の
農業を守る会」が発足し、栽培者を公募審査し、３名の耕作者が決定しました。
　15年3月には、多くの関係者が集まり、2013～2014年に再生した3ｈａの農地に5,000本のぶどうが定植され、現在
は約10ｈａが再生されています。

安曇野市農業
委員会の活動

２０１５年にワイン用ぶどうを定植した畑
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「平成２９年度　新任の農業委員及び
農地利用最適化推進委員研修会」を
８月に県内４会場で開催します

　本年７月が旧農業委員会法における統一選挙の年に当たり、本県で４割以上の農業委員

会が任期満了により新体制に移行します。

　そこで、新任の農業委員及び農地利用最適化推進委員を対象に、農業委員会業務の遂行

に必要な農業委員会法及び農地法等関係法令の基礎知識の習得を図るとともに、所掌業務

の積極的な推進に資するため、「新任の農業委員及び農地利用最適化推進委員研修会」を

下記のとおり開催いたします。

会　場 開催日時 場　　　　　　所

北信会場 8月 21日（月）10:30 ～ 16:30
長野市大字西長野字加茂北 143-8
「県自治会館 2階大会議室」
（電話 026-232-4923）

東信会場 8月 22日（火）10:30 ～ 16:30
小諸市相生町 2-3-5
「JA佐久浅間ﾍﾞﾙｳｨﾝこもろ 3階 虹のﾎｰﾙ」
（電話 0267-22-9410）

中信会場 8月 23日（水）10:30 ～ 16:30
松本市浅間温泉 2-6-1
「松本市浅間温泉文化ｾﾝﾀｰ 1 階 大会議室」
（電話 0263-46-2654）

南信会場 8月 24日（木）10:30 ～ 16:30
岡谷市長地権現町四丁目 11-51
「県男女共同参画ｾﾝﾀｰ１階ﾎｰﾙ」
（電話 0266-22-5781）

一般社団法人　長野県農業会議事務局

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

お近くにお越しの際には、ぜひ、お立ち寄りください。

発行日／平成 29年 7月 14日　　編集／一般社団法人  長野県農業会議事務局


