
第1号議案 

平成２４年度長野県農業会議事業報告書 
 

 

 

自 平成２４年４月 １日 

至 平成２５年３月３１日 

第１ 概況 

平成２４年度は、東日本大震災・原発事故からの復旧・復興や農業の持続的発展に

向けた取組が最重要課題となる中で、農業経営を取り巻く環境は、飼料価格の高騰と

農畜産物価格の低迷に加え、ＴＰＰ交渉の参加問題、国際化の進展など極めて重要な

転換期に直面することとなった。 

こうした中で、平成２４年度から各地域における人と農地の問題を解決していくた

め「人・農地プラン」の作成等が進められることとなり、プランに即した新規就農者

の確保・育成、農地の利用集積に向けた取り組みの強化が課題となった。 

また、平成２４年１２月には、新たな自公連立政権が誕生し、日本農業の再生に向

けて「攻めの農業」を展開することとなり、農業の多面的機能を評価した「日本型直

接支払い」の創設や新たな「経営所得安定制度」を中心とする「担い手総合支援」に

向けた検討が行われることとなった。 

一方、長野県では、平成２５年度から始まる新たな「総合５カ年計画」や「長野県

食と農業農村振興計画」の策定検討が行われ、本県農業の目指すべき将来像と具体的

施策についての議論が行われた。 

このような状況の中で、当会議としては、長野県農業・農村の持続的な発展を図るた

め、①ＴＰＰ交渉参加撤回の運動強化、②新たな「長野県総合５カ年計画」等に対する

農政活動の充実、③「人・農地プラン」の作成支援による農地集積と担い手確保、④農

業者年金制度の普及・定着と新規加入者底上げの推進、⑤農業者等との「絆」を深める

情報提供活動の強化と系統組織活動の見える化の推進を基軸としながら、以下の事業に

取り組んだ。 

 

 



第２ 事業の推進 
 
１ 諸会議の開催 
   当会議の運営及び事業推進を図るため、次の会議を開催した。 

（１）総会 

ア 第112回定期総会 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

 8月29日 松本市 126人 １ 表彰 

  平成23年度農業者年金加入推進活動功労

者表彰 

２ 議事 

（１）平成23年度事業報告の承認について  
（２）平成 23 年度歳入･歳出決算の承認につ

いて 

（３）平成24年度歳入･歳出補正予算の承認に

ついて 

（４）会議員の辞任について 

（５）会則第17条の規定に基づく副会長の選

任について 
（６）要請議案について 

３ 講演会 

  イ 第113回定期総会 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

 3月22日 長野市 109人 １ 表彰 

  農業者年金加入目標達成市町村農業委員

会表彰 

２ 議事 

（１）平成 24 年度歳入・歳出補正予算の承認

について           

（２）平成 25 年度事業計画の承認について    

（３）平成 25 年度歳入・歳出予算の承認につ

いて               

（４）平成 25 年度拠出金の金額及び納期の承

認について         

（５）平成 25 年度借入金の最高限度額及び借

入先の承認について 

（６）要請決議について                   
３ 講演会 

 

 



（２）常任会議員会議 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

 4月16日 

 

長野市 40人 １ 審議 

（１）農地法第4条第3項の規定による意見答申

について 

（２）農地法第5条第3項の規定による意見答申

について 

２ 協議                                   

（１）全国農業委員会会長大会並びに長野県選

出国会議員への要請及び懇談会の開催につ

いて 

（２）平成 24 年度全国農業新聞・全国農業図

書の普及目標（案）について 

（３）認定農業者制度の見直しにあたっての意

見について 

３ 報告 

（１）農地法等法令に基づく農地審議について

（２）農作物残雪対策事業について 

（３）農業者年金加入推進取組み状況について

４ 研究検討 

「農業開発公社事業の推進について」 

 5月15日 長野市 36人 １ 審議 

（１）農地法第4条第3項の規定による意見答申

について 

（２）農地法第5条第3項の規定による意見答申

について    

（３）地域資源を活用した農林漁業者等による

新事業の創出等及び地域の農林水産物の利

用促進に関する法律（6次産業化法）施行

令第1条の規定による意見答申について 

２  協議                                   

（１）常任会議員の辞任について 

（２）平成 24 年度全国農業委員会会長大会に

ついて 

（３）「新たな総合 5カ年計画」に関する建議

書について 

３ 報告 

（１）「人・農地プラン」について 

（２）再生可能エネルギー発電設置に係る農地

転用許可制度の取扱いについて 

４ 研究検討 

「農業参入サポート事業の推進等につい

て」 



開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

6月15日 長野市   35人 １ 審議 

（１）農地法第4条第3項の規定による意見答申

について 

（２）農地法第5条第3項の規定による意見答申

について 

２ 報告 

（１）規制・制度改革委員会農業ワーキンググ

ループの検討状況等について 

（２）女性農業委員の登用促進等について   

３ 研究検討 

「長野県食と農業農村振興計画」の推進に

ついて－平成 24 年度実行計画について－ 

7月17日 

 

長野市 35人 １ 審議 

（１）農地法第4条第3項の規定による意見答申

について 

（２）農地法第5条第3項の規定による意見答申

について 

２  協議 

（１）常任会議員の辞任について 

（２）第 112 回長野県農業会議定期総会の開催

計画（案）について 

(３）第 112 回長野県農業会議定期総会の提出

議案（案）について 

  ア 平成 23 年度事業報告の承認について   

  イ 平成 23 年度歳入・歳出決算の承認に

ついて                  

 ウ 平成 24 年度歳入・歳出補正予算の承認

について              

エ 会議員の辞任について                

  オ 会則第 17 条の規定に基づく副会長の選

任について            

  カ 要請決議について                    

（４）長野県「新たな総合 5カ年計画」に関す

る建議について 

（５）第 58 回長野県農業委員大会の開催につ

いて 

（６）平成 24 年度長野県農業委員農地パトロ

ール出発式について 

３ 報告 

  「農業災害に係る6月補正予算について」 



開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

8月17日 長野市   36人 １ 審議 

（１）農地法第4条第3項の規定による意見答申

について 

（２）農地法第5条第3項の規定による意見答申

について 

（３）特定農山村法第8条第5項の規定による意

見答申について 

２  協議 

（１）第 112 回長野県農業会議定期総会の提出

議案について 

ア 会則第 17 条の規定に基づく副会長の

選任について 

イ 要請決議について 

（２）「新たな総合 5カ年計画」に関する建議

書の知事伝達について 

３ 報告 

（１）2012 年産米の放射性物質調査について 

（２）「日本再生戦略」について 

（３）（株）農林漁業成長産業化支援機構法案

（6次化ファンド法案）について 

9月18日 長野市   35人 １ 審議 

（１）農地法第4条第3項の規定による意見答申

について 

（２）農地法第5条第3項の規定による意見答申

について 

２  報告 

（１）平成 25 年度農林水産予算概算要求につ

いて 

（２）「新たな総合 5カ年計画」に関する建議

について 

（３）長野県農業委員農地パトロール出発式に

ついて 

３ 研究検討 

人・農地プランの進捗状況と支援施策につ

いて 



開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

10月15日 長野市   35人 １ 審議 

（１）農地法第4条第3項の規定による意見答申

について 

（２）農地法第5条第3項の規定による意見答申

について 

２ 協議 

（１）常任会議員の辞任について             

（２）平成 25 年度農業会議拠出金（案）につ

いて      

（３）第 58 回長野県農業委員大会について    

３  報告 

（１）平成 24 年度 9月補正予算について      

（２）飼料高騰対策について                 

（３）農業者年金基金の資産運用実績について

４ 研究検討 

「農地の再生可能エネルギー発電施設の整

備について」 

11月15日 長野市   33人 １ 審議 

（１）農地法第4条第3項の規定による意見答申

について 

（２）農地法第5条第3項の規定による意見答申

について 

２ 協議 

（１）全国農業委員会会長代表者集会並びに長

野県選出国会議員への要請懇談会について

（２）第 2期長野県食と農業農村振興計画

（案）について            

３  報告 

（１）市町村農業委員会の平成 25 年度予算配

分について              

（２）外国人による農地取得について 

（３）農地の相続の届出について 

12月17日 松本市   31人 １ 審議                                   

（１）農地法第 4条第 3項の規定による意見答

申について              

（２）農地法第 5条第 3項の規定による意見答

申について 

２ 協議事項 

（１）長野県農村景観育成方針策定に向けての

提言（素案）について 

（２）農業者年金制度改善について 

(３）長野県職務育成品種の県内限定許諾解除

について 

３  報告事項 

（１）全国農業新聞の普及状況について 

（２）農地への太陽光発電施設の設置に関する

調査報告について 

(３）平成 25 年産米の生産目標数量の配分と

米政策の推進について 



開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

1月15日 長野市   37人 １ 審議                                   

（１）農地法第 4条第 3項の規定による意見答

申について                            

（２）農地法第 5条第 3項の規定による意見答

申について 

２ 協議事項 

（１）県総合 5カ年計画（原案）について 

（２）農業者年金基金法の改正への意見等につ

いて 

３  報告事項 

（１）農地法第 4条及び第 5条の規定による意

見諮問に関する議案書の記載について 

（２）特定遺贈による農地の権利移動について

 (３）農地利用状況調査について 

４ 研究検討                               

    「（財）長野県農業開発公社の平成 25 年

度以降の事務処理等について」 

                                          

2月15日 長野市   32人 １ 審議                                   

（１）農地法第 4条第 3項の規定による意見答

申について                            

（２）農地法第 5条第 3項の規定による意見答

申について 

２ 協議事項 

（１）第 113 回長野県農業会議定期総会の開催

計画（案）について 

（２）第 113 回長野県農業会議定期総会の提出

議案（案）について 

    ア 平成 24 年度歳入・歳出補正予算につ

いて 

  イ 平成 25 年度事業計画について 

  ウ  平成 25 年度歳入・歳出予算について 

  エ 平成 25 年度拠出金の金額及び納期に

ついて 

  オ 平成 25 年度借入金の最高限度額及び

借入先について 

   カ 要請決議について 

（３）農業者年金加入者累計 13 万人に向けた

前期 3カ年運動（平成 25～27 年度）にお

ける長野県目標数について 

３  報告事項 

   平成 25 年度県農政部関係予算等について 

４ 研究検討                              

    「別段の面積（農地取得下限面積）の設定

について」 



開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

3月15日 長野市   37人 １ 審議                                   

（１）農地法第 4条第 3項の規定による意見答

申について                            

（２）農地法第 5条第 3項及び第 5項の規定に

よる意見答申について 

（３）農業経営基盤強化促進法第 5条第 5項の

規定による意見答申について 

２ 協議事項 

（１）6号会議員の指名について 

（２）第 113 回長野県農業会議定期総会の提出

議案(案）について 

    ア 平成 25 年度事業計画及び歳入・歳出

予算について 

  イ 要請決議について 

（３）長野県農業会議 農地審議要領（案）に

ついて 

(４）農業者年金について 

  ア 農業者年金推進協議会について 

  イ 農業者年金加入者累計 13 万人向けた

前期 3カ年運動（平成 25～27 年度）に

おける長野県目標数（案）について 

（５）平成 25 年度常任会議員会議の開催日程

（案）について 

３ 研究検討                               

    人・農地プランの進め方について 
（３）監査委員会 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

  7月 9日 長野市 10人 平成23年度決算監査 

 12月12日 長野市 8人 平成24年度中間監査 

（４）正副会長会議 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

  2月12日 長野市 10人 １ 第 113 回長野県農業会議定期総会の日程

について                            

２ 第 113 回長野県農業会議定期総会の提出

議案について     

３ ＴＰＰをめぐる情勢について 

４ 国の予算・施策をめぐる動きについて 

（５）地区審議会 

開催月 開催場所 内容 

4 佐久市、伊那市、松本市、長野市 農地法関係議案の審議等 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 上田市、伊那市、松本市、中野市

6 佐久市、伊那市、松本市、長野市

7 上田市、伊那市、松本市、飯山市

8 佐久市、伊那市、松本市、長野市

9 上田市、伊那市、松本市、中野市

10 佐久市、伊那市、松本市、長野市

11 上田市、伊那市、松本市、中野市



開催月 開催場所 内容 

12 小諸市、伊那市、松本市、長野市 農地法関係議案の審議等 

 

 

 

1 上田市、諏訪市、松本市、中野市

2 佐久市、伊那市、松本市、長野市

3 上田市、伊那市、松本市、長野市

（６）１号会議員並びに農業委員会事務局長合同会議 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

6月 4日 松本市 101人  
１ 県からの説明事項について 

２ 平成24年度農業会議事業の重点推進事項

について 

３ 関連団体からの情報提供 

４ 意見交換 
6日 長野市  78 

（７）支部幹事長会議 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

 5月23日 長野市 28人 

 

 

１ 農業委員会系統組織をめぐる情勢と課題

について 

２ 平成24年度農業会議の重点推進事項につ

いて 

３ 農業再生協議会担い手・農地部会の事業

推進等について 

４ 意見交換(支部･協議会運営上の課題等) 

 

２ 組織・事業の効率的な運営 

系統組織を取り巻く情勢の変化に対応した組織・事業の効率的な運営を進めるため、 

次の取組みを実施した。 

（１）系統組織の効率的な運営と実践活動の強化 

 系統組織の効率的な運営と実践活動の強化を図るため、平成２３年２月に系統組織

で策定した「第４次・農委組織活動改革プログラム」に基づき、「地域の農地と担い

手を守り活かす運動」を展開した。 

 
※第４次・農委組織活動改革プログラム 

系統組織は、農地制度の改正（平成21年12月）を踏まえ、新たな時代に対応した組織・活

動の改革を進めるための対応方針としてプログラムを策定した。このプログラムの実現に向

けて、平成２３～２５年度までの３カ年を運動期間とする「地域の農地と担い手を守り活か

す運動」を展開した。 

 

※「地域の農地と担い手を守り活かす運動」の５つの目標 

①農業・農村現場における農地制度の円滑かつ適正な執行 

②農業委員会の法令業務の適正な執行と透明性の確保、活動計画に基づく取り組みの強化 

③遊休農地の発生防止・解消と農地の確保・有効利用 

④担い手の確保と農地の利用集積など経営確立の支援 

⑤地域の実態に応じた農業・農村の活性化対策の実践 

 

（２）農業委員会の活動強化 

   農業委員及び事務局職員の資質向上を図るための研修・相談活動を行うとともに、 

  農業委員会の活動を強化するための支援活動を実施した。 

 

 



  ア 基礎研修会の開催 

  （ア）農業委員会新任職員研修会           

開催期日 開催場所 出席人数 内        容 

5月9日 松本市 69人 １ 農業委員会をめぐる情勢と課題について 

２ 農業委員会制度及び適正な事務実施につ 

 いて 

３ 農地法・農業振興地域整備法について 

４ 遊休農地対策・農業経営基盤強化促進法 

 について 

  （イ）新任農業委員研修会  

開催期日 開催場所 出席人数 内        容 

7月20日 松本市 220人 １ 農業委員会をめぐる情勢と農業委員の役 

  割について 

２ 農地法・農業振興地域制度について 

３ 遊休農地対策・農業経営基盤強化促進法 

  について 

４ 農地保有合理化事業について 

５ 農業者年金制度について 

６ 朝日村農業委員会の活動事例発表 

  イ 実務研修会の開催 

  （ア）農業委員実務研修会   

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

11月 7日 

 

松本市 

 

1,385人 

 

演題 農業が日本を救う 

講師 農産物流通コンサルタント 山本 謙治

  （イ）農業委員会長実務研修会 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

8月29日 松本市 126人 演題 農家とお店を結ぶ緑提灯  

講師 東京農業大学客員教授 丸山 清明 

3月22日 長野市 109 演題 国政の情勢と日本外交の立て直しについ

て 

講師 外務大臣政務官 若林 健太 

  （ウ）農業委員会活動活性化セミナー 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

1月24日 

 

松本市 

 

430人 

 

演題 「人・農地プラン」を農地の利用集積

に活用するために 

講師 大妻女子大学 教授 田代洋一 

事例報告「人・農地プラン」作成における農業

     委員会の役割について 

講師 群馬県前橋市農業委員会 



（エ）地区別農業委員等研修会 

地区名 開催回数 出席延べ人数 内   容 

佐久   2回   244人 農地法・農振法について 等 

 

 

 

 

 

上小 5 256 

諏訪 5 216 

上伊那 3 237 

下伊那 2 223 

木曽 4 548 

松本 15 571 

北安曇 3 204 

長野 14 809 

北信 1 110 

計10 54    3,418  

  ウ 農業委員会の活動計画づくりと点検・評価及び議事録作成等審議の透明性確保

に向けた支援  77市町村農業委員会  

  エ 農業委員会主催の研修会等への協力 延べ390市町村 

（３）農業委員への多様な人材登用に向けた取組 

   平成24年度に改選が行われる20の農業委員会において、女性・青年農業者など多様

な人材が農業委員に登用されるよう環境づくりに取り組んだ。 

（４）地区担当制の充実            

   農業会議の地区担当制の充実により、農業会議が行う各種事業の円滑な推進を図る

とともに、農業委員会活動の実態把握や支援活動に取り組んだ。 

（５）職員の資質向上対策           

        職員１人を実務研修のため、平成24年5月1日から9月30日まで、長野市農業委員

会事務局へ派遣した。 

（６）関係団体の活動支援 

   農業委員会活動の強化と農業委員会系統組織の連携を図るため、農業委員会協議会

及び女性農業委員の会等の活動を支援した。 

  ア 長野県農業委員会協議会の活動支援 

区分 開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

拡 大 

協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月15日 長野市 20人 県農政部との意見交換会について 

6月15日 長野市 20 １ 県農政部との意見交換会につい

て 

２ 「新たな総合５カ年計画」に関

する建議について 

３ 第58回長野県農業委員大会につ

いて 

7月17日 長野市 20 １ 「新たな総合5カ年計画」に関す

る建議について 

２ 第58回長野県農業委員大会の運

営について 

 



区分 開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

拡 大 

協議会 

 

 

 

 

 

 

8月17日 長野市 20 １ 農業会議副会長の欠員に伴う補

充選任について 

２ 「新たな総合5カ年計画」に関す

る建議について 

３ 第58回長野県農業委員大会の運

営について 

9月18日 長野市 20 第58回長野県農業委員大会の運営に

ついて 

10月15日 長野市 20 第58回長野県農業委員大会の運営に

ついて 

1月15日 

～16日 

長野市 20 地区審議会の運営方法について 

 

2月15日 長野市 20 １ 農地審議のあり方について 

２ 県関係国会議員との地区別農政

懇談会について 

3月15日 長野市 20 １ 平成24年度事業報告について 

２ 平成25年度事業計画案について 

３ 任期満了に伴う役員の選出につ

いて 

  イ 長野県女性農業委員の会の活動支援 

区 分 開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

役員会  4月19日 長野市    11人 １ 役員の補充選出について 
２ 平成24年度総会の開催計画等につい

て 

7月11日 松本市    12 １ 役員の補充選出について 
２ 平成24年度総会への提出議案及び役
割分担について 

３ 長野県農業会議常任会議員について 

11月 1日 長野市 10 １ 役員の補充選出について 
２ 第2回研修会の開催計画について 
３ 支部組織が行う「女性農業委員登用
促進対策」への支援について 

総会  7月11日 松本市 166 １ 平成23年度事業報告及び収支決算報
告について 

２ 平成24年度事業計画及び収支予算に
ついて 

３ 平成24年度役員の選出について 

研修会  7月11日  松本市 166 講演会 

 2月19日  松本市 115 ワークショップ討議 

    ウ 長野県農業委員会事務研究会の活動支援 

区 分 開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

理事会 5月28日  長野市   10人 １ 役員の選出について 

２ 定期総会への提出議案について 

３ 総会の進行等役割について 



区 分 開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

総会  6月21日  長野市 36人 １ 平成23年度事業報告及び収支決算報告

について 

２ 平成24年度事業計画及び収支予算につ

いて 

３ 平成24年度会費の賦課及び徴収方法に

ついて 

４ 監事の選出について 

研修会  6月21日  長野市 33 １ 講 演 

演題 「農業委員会をめぐる情勢と課題

について」 

 講師 全国農業会議所農地・組織対策部

    部長 砂田 嘉彦  

東日本ブ

ロック農

業委員会

職員現地

研究会 

10月11日 

 ～12日 

富山県 

 

21 

(本県出

席者) 

１ 情勢報告 

 演題「農業・農政をめぐる情勢と農業委

員会組織の課題」 

 講師 全国農業会議所  

農地・組織対策部次長 橋本 和孝

２ パネルディスカッション 

 テーマ「農業委員会活動の『見える化』

の推進に向けて 

実践報告 秋田県鹿角市農業委員会 

      埼玉県久喜市農業委員会 

      新潟県妙高市農業委員会 

３ 講演 

 演題「入善町農業委員会における『人・

農地プラン』の取り組みについて」 

 講師 入善町農業委員会 

会長 鍋嶋 太郎 

拡大理事

会 

1月11日 長野市 20 １ 情勢報告 

 演題「農政・農業委員会組織をめぐる情

勢と課題について」 

 講師 全国農業会議所  

農地・組織対策部次長 橋本 和孝

２ 協議 

 ア 農業委員会業務・運営上の課題につ

いて 

  ① 農業委員会交付金の配分方法の見

直しについて 

  ② 「人・農地プラン」への対応につ

いて 

  ③ 農業委員選挙人名簿に関する事務

について 

 イ 平成２５年度事業計画案の検討につ

いて 

 

 

 



３ 農業委員功績者表彰の実施 

  平成２４年１１月７日松本市で開催した第５８回長野県農業委員大会の席上において、

平成２４年度農業委員功績者表彰を下記のとおり実施した。 

（１）長野県知事表彰      ３人 

（２）全国農業会議所会長表彰  ５人 

（３）長野県農業会議会長表彰 １１人 

 

 

第３ 事業実施報告 

Ⅰ 農政活動 

１ ＴＰＰ交渉参加反対等に向けた取組 

      「ＴＰＰ交渉参加に反対する連絡会（ＪＡ長野中央会が事務局）」と連携して、 
ＴＰＰ交渉参加反対を求める取組みを推進した。 

  また、今後の豪州や韓国等との二国間交渉（ＥＰＡ・ＦＴＡ）など、「重要品目の

除外」や「多様な農業の共存」を目指す日本の基本方針に基づく交渉を求めていく取

組みを強化した。 
 （１）ＴＰＰ交渉参加反対を求める要請活動等の取組（延べ16回要請） 

要請決議会議等 要請期日 要請先 要請内容 

ＴＰＰ交渉参加に 

反対する連絡会 

4月24日 県知事 ＴＰＰ（環太平洋連携協定）に関す

る要請 4月25日 国会議員 

全国農業委員会 

会長大会 

（5月31日） 

5月31日 国会議員 １ 持続可能な力強い農業の実現と

 農村の再生に向けた提案 

２ ＴＰＰ交渉への参加反対を求め

 る要請 

第111回定期総会 

（3月27日） 

5月31日 国会議員 １ ＴＰＰの「前のめりな事前協 

 議」と「交渉参加」の取り止めを

 求める要請 

２ 食と農業の再生に関する要請 

日本の畜産ネット 

ワーク 

8月2日 国会議員 環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰ

Ｐ）交渉への参加反対に関する要請

ＴＰＰ交渉参加に 

反対する連絡会 

8月10日 県知事 １ ＴＰＰ交渉参加表明断固反対に

 関する要請 

第112回定期総会 

（8月29日） 

8月29日 農林水産省

国会議員 

県知事 

県議会議長

１ ＴＰＰ交渉参加反対に関する要

 請 

２ 持続可能な力強い農業の実現に

 向けた要請 

10月22日 自由民主党

長野県支部

連合会長 

１ ＴＰＰ交渉参加反対に関する要

 請 

２ 持続可能な力強い農業の実現に

 向けた要請 

第58回県農業委員 

大会（11月7日） 

11月8日 農林水産省

国会議員 

県知事 

県議会議長

１ ＴＰＰ交渉参加反対に関する要

 請 

２ 持続可能な力強い農業の実現に

 向けた要請 



要請決議会議等 要請期日 要請先 要請内容 

ＴＰＰ交渉参加断 

固反対長野県選出 

国会議員要請集会 

（11月15日） 

11月15日 国会議員 ＴＰＰ交渉参加に反対する連帯メッ

セージ 

全国農業委員会  
会長代表者集 
（12月6日） 

12月6日 国会議員 ＴＰＰ交渉への参加反対を求める要

請 

第58回県農業委員 

大会（11月7日） 

等 

2月4日 新任衆議院

議員 

ＴＰＰ交渉参加反対に関する要請 

2月25日 国会議員 ＴＰＰ交渉参加反対に関する要請 

ＴＰＰ交渉参加表明断固阻止に関す

る緊急要請 

ＴＰＰ交渉参加に 

反対する連絡会 

3月1日 国会議員 ＴＰＰ交渉参加表明断固阻止に関す

る緊急要請 

3月12日 国会議員 ＴＰＰ交渉参加におけるＪＡグルー

プの考え方に関する申し入れ 

第113回定期総会 

（3月22日） 

3月22日 若林外務大

臣政務官 

国会議員 

県知事 

県議会議長

ＴＰＰ交渉参加撤回を求める要請 

 

 
 （２）ＴＰＰ交渉参加撤回に向けた集会の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

 4月25日 

 

東京都 

 

100人 

 

ＴＰＰ交渉参加阻止に向けた長野県要請集 

会 

１ 代表要請 

２ 国会議員あいさつ 

３ 決意表明 

４ 団結ガンバロー 

4,000 ＴＰＰから日本の食と暮らし・いのちを守 

り「交渉参加表明」を阻止する国民集会 

１ リレーメッセージ 

２ 参加議員代表政党別あいさつ 

３ アピール採択 

４ ガンバロー三唱 

５ デモ行進 

 
２ 長野県の新たな「総合５カ年計画」並びに「食と農業農村振興計画」に対する政策

提案の実施 

   平成２５年度からスタートする、長野県の新たな「総合５カ年計画」並びに「食と

農業農村振興計画」の策定に向け、農業委員会と農業者等との意見交換会に基づく政

策提案事項等を集約して、長野県農政部との意見交換を開催するとともに、長野県知

事に建議を実施した。 



  （１）農業委員会と農業者等との意見交換会への支援 
     42市町村農業委員会（54.5％）で実施 

   
  （２）長野県農政部との意見交換会 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

7月17日 

 

長野市 

 

40人 

 

１ 食と農業農村振興計画の推進について 

２ 農業技術・経営対策について 

３ 担い手・農地・集落営農について 等 

  
  （３）「新たな総合５か年計画の策定に向けた建議書」の県知事伝達 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

8月20日 

 

長野市 

 

15人 

 

１ 地産地消による地域コミュニテーの再生

２ 県民参加と支援による農村支援制度の 

 創設 

３ “健康農業”による健康寿命の向上 

４ 農村資源を活用したエネルギーの自給 

 戦略 

５ 都市と農村を行き交わる“観光・移 

 住・定住農業”の推進 

６ 長野の“ものづくり力”を結集した技 

 術開発と生産力強化 

７ グリーンケア農業へのチャレンジ 

８ 住民参加による災害に負けない態勢づ 

 くり 

９ 地域ぐるみの鳥獣害防止活動 

10 遊休農地の新たな利活用による“憩い 

 の場づくり” 

 
 ３ 長野県農業委員大会等における政策提案の実施 

   農業委員会を通じて農業者等からの提政策案・要請事項を集約し、国の施策に反映

させるための農政活動を実施した。 
  （１）長野県選出国会議員への要請及び懇談会の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

 5月31日 

 

東京都 

 

 88人 

 

１ ＴＰＰの前のめりな事前協議と交渉参 

 加の取り止めについて 

２ 食と農業の再生について 

  
  （２）長野県農業委員大会の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

 11月7日 

 

松本市 

 

 1,385人

 

１ 平成 24 年度農業委員功績者表彰 

２ 協議 

（１）ＴＰＰ交渉参加反対に関する要請決 

  議（案） 

（２）持続可能な力強い農業の実現に向け 

  た要請決議（案） 

（３）農業委員会活動の「更なる取組み」 

  に関する申し合わせ決議（案） 



３ 大会宣言 

４ 第２期長野県食と農業農村振興計画 

 （案）について 

５ 講演 

   演題 「農業が日本を救う」 

   講師 農産物流通コンサルタント 

           山本 謙治 

 
 ４ 農業災害対策の実施 

 （１）気象災害対策 
    台風・地震などの気象災害による農業被害及び原発事故に伴う風評被害に対し、

甚大な被害が発生した場合又は予想される場合には、関係農業団体で構成する「長

野県農業団体災害対策協議会」等を通じて、被災農家の救済対策等について関係方

面へ要請活動等を実施することを確認した。 
  ア 長野県農業団体災害対策協議会幹事会の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

 4月20日 

 

長野市 

 

 8人 

 

１ 長野県農業団体災害対策協議会の活動 

 について 

２ 平成 24 年度の農作物災害状況について 

 
（２）鳥獣被害対策 
   地域で深刻な課題となっている鳥獣被害について、農業者・農業委員会の意見集

約等をもとに、被害防止策について関係方面へ要請活動等を実施した。 
  ア 長野県選出国会議員等への要請活動の実施 

要請決議会議等 要請期日 要請先 要請内容 

全国農業委員会 

会長大会 

（5月31日） 

5月31日 国会議員 鳥獣被害対策の強化

 

第111回定期総会 

（3月27日） 

第112回定期総会 

（8月29日） 

8月29日 農林水産省政務三役 

国会議員、県知事 

県議会議長ほか 

10月22日 自由民主党長野県支部連合

会長 

第58回県農業委員 

大会（11月7日） 

11月8日 農林水産省幹部 

国会議員、県知事 

県議会議長ほか 

全国農業委員会  
会長代表者集会 
（12月6日） 

12月6日 国会議員 

第113回定期総会 

（3月22日） 

3月22日 若林外務大臣政務官 

農林水産省政務三役 

国会議員 

県知事 

県議会議長 

  イ 野生鳥獣被害対策事業（長野県の新規事業）の周知・活用   随時 



Ⅱ 農地対策 
 １ 法令に基づく所掌事務 

   農地法等法令に基づく、知事及び権限移譲農業委員会からの諮問について、地区審 
  議会及び常任会議員会議の審議を経て、答申業務を適正に実施した。 
  （１）農地法に基づく事項 
    ア 農地法に基づく審議・答申 

   毎月、農地法に基づく、知事等からの諮問案件について、県内４地区（東  

  信・南信・中信・北信）における地区審議会及び常任会議員会議において審 

  議し、答申を行った。 

 

    イ 農地法に基づく審議・答申件数及び面積等(４月～３月分) （件、％、㎡） 

   件数 前年比 面 積 前年比 

農地法４条（許可） 523 110.8 231,278.49 97.3

 
県分 443  196,202.43 

市町村分 80 35,076.06 

農地法５条（許可） 2,640 110.9 1,893,713.09 110.3

 
県分 2,133  1,615,804.58  

市町村分 507  277,908.51 

農地法５条（法定協議） １ 539.00 

 県分 1 539.00 

合   計 3,164 110.9 2,125,530.58 108.8

 
県分 2,577  1,812,546.01 

市町村分 587  312,984.57 

    ※権限移譲市町村分：上田市､辰野町､箕輪町､南箕輪村､王滝村､飯綱町、中野市 

  （７市町村） 

  
  （２）６次産業化法に基づく審議・答申件数及び面積等        （件、㎡） 

件数 面 積 備   考 
１ 2,406 農産物直売所設備に伴う転用 

 
  （３）特定農山村法に基づく審議・答申件数及び面積等        （件、㎡） 

件数 面 積 備   考 
１ 1,347 農林業等活性化基盤整備用地（農産物処理加工施設）

に伴う転用 

 
  （４）農業経営基盤強化促進法 

「長野県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」の見直しに係る意見につ

いて異議ない旨、回答した。 
 
 ２ 優良農地の確保と効率的利用の促進 

   担い手への農地利用集積や無断転用防止対策等に取り組む農業委員会の活動に対し 
て支援・協力を行っている。 

  （１）農地相談員の設置による農地相談活動の実施     
    ア 農地相談員の設置  農業会議職員７人（うち１人は専任相談員） 



    イ 農地制度及び農業経営相談件数 138件 

 

（２）農地法及び贈与税納税猶予の特例制度の周知 
  ア 贈与税納税猶予制度の周知            

    イ 農地法第3条許可に係る標準処理期間の見直し状況調査      

    ウ 調整水田等の不作付地の活用推進について周知          

    エ 相続農地の届出義務及び国土交通省HP掲載「土地届け」の周知  

    オ 外国人等による本邦の農地の権利取得について周知       

    カ 再生可能エネルギー発電設備の設置に係る農地制度許可制度の取扱いについ

て周知                  

    

  （３）農地への太陽光発電設置に関する先進地事例調査      

調査日 調査場所 

11月１日 ・北海道浜中町農業委員会及び設置ほ場(畜産農家) 

11月26～27日 ・三重県伊賀市農業委員会及び設置ほ場（水田） 

・三重県菰野町農業委員会及び設置ほ場（タマリュウ） 

・三重県庁及び農業会議と情報交換 

 

  （４）法令に基づく農地基本台帳の整備・補正の適正な実施の推進 
    ア 農地基本台帳の整備の目的と留意点について周知   6月 

    イ 農地基本台帳システム操作実務研修会の開催 
開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

10月16日 長野市 

 

12人

 

１ 農地基本台帳整備について 

２ 農地基本台帳の基本操作 

３ 具体的な活用演習 

 （農業委員会系統システムを活用） 

    ウ 農林水産省による農地基本台帳の実態把握現地調査への協力 
開催期日 開催場所 内   容 

10月15日 飯島町 

 

飯島町農業委員会の実態調査 

１ 農地基本台帳システムの概要と更新状況 

２ 地図システムの概要と更新状況 

３ 相続等が発生した場合の農地基本台帳整備の手続 

（参考） 

 農家基本台帳「上伊那広域農家台帳システム」 

 地図システム「Ａ・ＧＩＳ２１」 

   
  （５）「人・農地プラン」に基づく農地集積協力金事業の活用による農地集積の推進 
    ア 「人・農地プラン」に関する農業委員会の連携について周知 
    イ 市町村と農業委員会との連携支援 
    （ア）人・農地プラン推進検討会（県再生協議会構成組織として巡回） 

開催期日 開催場所 内   容 

7月18日 小布施町 １ 県内の「人・農地プラン」への取組について 

２ 重点市町村のプランの取組状況 

３ 意見交換 

7月23日 木祖村 

7月27日 富士見町 



7月30日 飯山市  

7月31日 富士見町 

8月 1日 豊丘村 

8月 6日 立科町 

     
    （イ）農地利用集積円滑化団体実務研修会（県再生協議会主催）   

開催期日 開催場所 内   容 

9月 6日 松本市 １ 農業経営基盤強化促進法の概要等 

２ 農業者戸別所得補償制度の規模拡大加算について 

３ 人・農地プランと農地利用集積円滑化団体の役割

について 

４ 農地保有合理化事業等について 

５ 事例報告 

① 果樹園地継承円滑化モデル事業 

    有限会社信州うえだファーム 

② 農地利用集積円滑化団体の取組 

    ＪＡ上伊那 

６ 講演 

   演題「人・農地プランを契機に担い手へ農地集 

      積をいかに促進するか」 

   講師 全国農地保有合理化協会 

       業務部長 市村 泰一 

11月 9日 松本市 １ 情勢報告 

  「人・農地プランの取組状況と支援体制の整備」 

２ 平成25年度農林水産省概算要求概要 

３ 講演 

 演題「人・農地プランを活用した担い手への農 

    地集積の推進に向けて」 

   講師 東京大学大学院  

准教授 安藤 光義 

４ 事例報告 

① 水田地帯で集落営農組織等への農地集積 

     飯島町 

② 果樹地帯での人･農地プランへの取組 

 豊丘村 

③ 中山間地域で新規就農者を受入し農地集積 

 生坂村   

     
  （６）貸したい・売りたい農地の情報提供活動によるマッチングの推進 

  ア 農地情報登録件数（12市町村 950件） 

 市町村名 登録件数 市町村名 登録件数 
 佐久市 109 千曲市 30 
 小諸市 753 小布施町 2 
 諏訪市 2 長野市 6 
 高森町 22 飯山市 7 
 上松町 1 中野市 13 
 

松本市 2 木島平村 3 
   



    イ 東日本大震災の被災農業者向け農地情報の登録 

      駒ヶ根市 １件 

 
  （７）長野県農地情報管理センターと連携した農地利用権の再設定による担い手への

農地集積に向けた支援 
    ア 長野県農地情報管理センター運営委員会の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

10月 2日 長野市 20人 １ 平成23年度事業報告と収支決算報告 

２ 平成24年度事業計画及び収支予算 

３ 新農地情報管理システムについて 

    イ 利用権設定終期情報の提供 年４回（５月、８月、１２月、２月） 
 
 ３ 遊休農地対策の強化 

   遊休農地の発生防止・解消対策に取り組む農業委員会の活動に対して、支援・協力

を実施した。 
  （１）遊休農地解消事例の情報収集と発信 
    ア 遊休農地活用功績者表彰候補地現地調査    

調査日 場 所 調査団体名 
11月 6日 飯田市 川路地区農業振興会議 

11月12日 
松本市 （株）かまくら屋 

木曽町 （農）アースかいだ 

11月16日 須坂市 信州豊丘めん羊飼育協議会 

11月16日 信濃町 （株）ファームかずと 

11月20日 飯山市 飯山市農地利用集積円滑化団体 

     イ 全国農業会議所が実施する耕作放棄地発生防止・解消活動表彰候補地現地審 
     査への協力 

実施日 場所 審査団体名 
11月28日 上田市 陣場台地研究委員会 

    ウ 遊休農地解消事例のホームページへの掲載 
実施主体 事例内容 

伊那市農業委員会 芋焼酎1本飲めば信州伊那市の耕作放棄地が1㎡再生

塩尻市農業委員会 遊休農地を活用した農業委員のそば栽培 

岡谷市農業委員会 獣害対策アマワラビ普及事業 

飯山市農業委員会 遊休農地解消に向けた蕎麦の試験栽培 

 
  （２）長野県マッチングコーディネーターと連携した遊休農地の再生・活用に向けた  
    巡回相談  随時  
 
  （３）長野県が設定する「遊休農地解消月間（９月）」にあわせた「長野県農業委員 
    農地パトロール出発式」の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

8月31日 長野市 

 

250人

 

１ 農地パトロール宣言 

２ 農地パトロール隊の宣誓 

３ 丹波島保育園マーチング演奏 

４ 農地パトロール隊の出発 

５ 遊休農地解消啓発活動（啓発リーフ等の



配布、おいしい信州ふーどのＰＲ） 

６ 遊休農地で作った農産品出展ブース設置

７ 軽トラ部隊による農地パトロール 

 
  （４）利用状況調査及び遊休農地に関する措置への支援 
    ア 農地パトロール（利用状況調査）実施要領の周知 

    イ 耕作放棄地対策担当者会議の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

6月13日 松本市 111人 １ 耕作放棄地対策の進め方について 

２ 農業委員会系統組織の遊休農地対策の取

組について 

３ 事例発表 

① 横浜市南西部農業委員会の利用状況

調査及び遊休農地の指導の取組につ

いて 

② 上田市の耕作放棄地解消に向けた取

組について 

    ウ 遊休農地の指導・勧告等の法令措置の適正実施の徹底  随時 
    エ 森林・原野化している農地の非農地決定に係る相談   随時 
    オ 農地パトロール（利用状況調査）の啓発資材の作成配布 

    （ア）「農業委員会農地パトロール時の音声広報用ＣＤ」   100本 

    （イ）遊休農地解消月間啓発資材（花の種）         500個 

 
 （５）遊休農地活用現地検討会の開催（県再生協議会主催） 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

９月13日 伊那市 100人 １ 現地見学 

 伊那市田原地区(H23～24年で16ha再生) 

２ 事例報告等 

① 伊那市田原地区の取組 

② 上田市殿城地区の取組 

③ eプロジェクトの取組と再生の留意点

④ 耕作放棄地緊急対策交付金の活用 

 
（６）遊休農地解消シンポジウムの開催（県再生協議会主催） 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

2月4日 長野市 389人 １ 平成24年度遊休農地活用功績者表彰式 

 ・長野県知事賞 

  （株）かまくら屋（松本市） 

 ・長野県農業協同組合中央会会長賞 

   川路地区農業振興会議（飯田市） 

 ・長野県農業会議会長賞 

  （農）アースかいだ（木曽町） 

 ・信州の田畑を耕そう！連絡会会長賞 

   両久保エコファーム（茅野市） 

 ・長野県農業再生協議会会長賞 

   信州豊丘めん羊飼育協議会（須坂市）

   （株）ファームかずと（信濃町） 

   飯山市農地利用集積円滑化団体（飯山



市） 

２ 基調講演 

  遊休農地活用と地域農業活性化に向けた

戦略 

  講師 野村アグリプランニング＆アドバ

イザリー株式会社 

    調査部主任研究員 佐藤 光泰 

３ 事例発表 

（１）長野県知事賞 

（株）かまくら屋（松本市） 

（２）長野県農業協同組合中央会会長賞 

    川路地区農業振興会議（飯田市） 

４ パネルディスカッション 

  ﾃｰﾏ「遊休農地再生・活用と今後の進め

方について」 

  ﾊﾟﾈﾗｰ  

  ・（株）かまくら屋代表取締役 

  ・川路地区農業振興会議副会長 

  ・（農）アースかいだ代表理事 

・両久保エコファーム理事長 

コメンテーター 

・県農政部農村振興課長 

  ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

内山 二郎 

 
  （７）遊休農地を活用した地域振興作物（薬草等）の推進 
    ア 薬草（当帰）圃場巡回 ４回（4月、5月、6月、9月） 
    イ 薬草指導研修会 7月23日 長野市 
 
 ４ 基礎調査の実施 

   農地の効率的利用を図るための基礎資料とするため、農業委員会を通じて農地売買 
  価格等に関する調査等を実施した。 
  （１）田畑売買価格等に関する調査  （平成２４年  ５月１日時点） 
  （２）農作業料金・労賃に関する調査（平成２４年１２月１日時点） 

（３）賃借料情報に関する調査   （平成２４年１２月１日時点） 
  

Ⅲ 担い手・経営対策 

 １ 担い手の確保と農業経営改善の推進 

    長野県農業再生協議会担い手・農地部会等と連携を図りつつ、多様な担い手の確

保・育成対策を推進した。  

（１）多様な意欲ある担い手の確保・育成及び経営改善支援 

 地域を担う意欲ある担い手の確保・育成に向け、関係機関・団体と連携を図り、 

地域農業の中核な担い手として誘導・啓発活動を行うとともに、認定農業者等を主

体とした経営改善を支援した。 

ア 経営改善研修会・セミナーの開催 

 



開催日 開催場所 出席人数 内容等 

12月13日 松本市 95人 １ 他産業と異なる農業の労務管理 

２ 農業経営の分析と経営改善 

３ 持続可能な経営体を目指す農業の法人

 化 

1月16日 松本市 83 １ 農業・農村の６次産業化 

２ 儲かる・高付加価値農業をマネジメン

トする 

３ 認定農業者制度の見直し点について 

2月18日 松本市 52 １ 個別経営体の経営戦略事例 

２ 農業経営のイノベーション 

３ 企業的農業経営体を目指して 

イ 経営体質強化の研修 

開催日 開催場所 出席人数 内容等 

2月15日 佐久市  20人 若手農業者の経営能力向上 

3月 8日 安曇野市 20 若手農業者の経営能力向上 

   ウ 農業経営コンサルタントの派遣等による経営改善支援  

開催期日 開催場所 出席人数 派遣内容 派遣ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

9月13日 松本市       9人 農業法人の経営改善支援 丸山 啓司 

12月18日 松川村 3 個別経営体の経営改善支援 井出 万仁 

1月10日 白馬村  3 法人の労務管理と社会保険

制度  

福島 邦子 

1月22日 上田市 42 個別経営体の経営改善支援 清水 重博 

1月25日 白馬村   3 法人の労務管理と社会保険

制度 

福島 邦子 

2月 7日 安曇野市  9 法人の労務管理と社会保険

制度 

福島 邦子 

2月21日 南箕輪村 10 農産加工組合の経営改善 井出 万仁 

3月26日 上田市  10 個別経営体の経営改善支援 清水 重博 

3月27日 松川村  3 個別経営体の経営改善支援 井出 万仁 

計   92   

エ 家族経営協定の締結の推進（随時） 

 

（２）集落営農の組織化及び農業法人の育成支援 

   集落営農の組織化、経営安定、法人化に向け、集落営農推進リーダー等を対象と

した研修会の開催及びコンサルタントによる個別相談指導を実施した。 

また、経営の実態、発展段階に応じた農業法人の育成や支援活動を行った。 

ア 集落営農組織化支援活動の推進 

開催日 開催場所 出席人数 内容等 

1月 8日 伊那市  12人 １ 経営の現状と課題、経営の複合化等に

よる今後の経営の展開方向 

２ 法人化の進捗状況と課題等 



イ 集落営農推進シンポジウムの開催 

開催日 開催場所 出席人数 内容等 

2月12日 安曇野市 150人 １ 情勢報告 

２ 事例発表3事例 

３ 集落営農の法人化で地域農業の持続的

発展を目指して 

４ パネルディスカッション 

   ウ 農業経営コンサルタントの派遣 

開催期日 開催場所 出席人数 派遣内容 派遣ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

12月21日 立科町  15人 集落営農の組織化支援 原 啓一郎 

1月11日 木曽町 12 JA出資法人化支援 井出 万仁 

2月12日 木曽町 30 JA出資法人化支援 井出 万仁 

2月16日 宮田村 40 集落営農の組織化支援 井出 万仁 

2月28日 松川村 50 集落営農の組織化支援 齋藤 久夫 

エ 集落営農組織共同販売経理研修会 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

11月29日 安曇野市 135人 １ 集落営農組織の適正な経理処理について 

２ 人・農地プランと支援策等について 

３ 集落営農組織の経理の現状と課題につて 

４ 実践的事例報告 

５ 任意組織の適正な会計・決算処理について 

 

 （３）経営者組織の活動支援 

   養鶏・鉢花・水田等の経営者組織の活動を支援し、農業者の経営改善を図った。 

 

２ 新規就農者の確保対策と農業者等の雇用受入支援 

（１）新規就農者の確保対策の推進 

   平成２４年度から始まった国の「青年就農給付金事業（準備型・経営開始型）」

等の円滑な推進を図るとともに、(社)長野県農業担い手育成基金、(財)長野県農業

開発公社、当会議の３団体で構成する「長野県新規就農相談センター」機能の発揮

により、新規就農者の確保・支援対策を推進した。 

  ア 新・農業人フェアへの出展 

会場 開催期日 開催場所 相談者数 内  容 

東京 6月23日 池袋サンシャイン ３６人 新規就農に 

関する相談 大阪 7月 7日 梅田スカイビル   １５ 

名古屋 8月 4日 ウィングあいち    ５ 

仙台 9月 2日 仙台イベントホール松栄    ３ 

東京 10月20日 池袋サンシャイン   ２３ 

東京 1月19日 池袋サンシャイン   １８ 

大阪 2月16日 梅田スカイビル   １３ 

 

 



 イ 就農関連情報の調査・提供 

全市町村で実施し、２１の市町村等から回答があり、全国新規就農相談センタ 

ーのホームページで公表した。 

 ウ 農業法人等就業事業の推進(随時) 

 

（２）農業法人等の雇用受入支援 

   農業法人等が農業経験の少ない者を雇用して研修を実施した場合、その研修費用

の一部を助成する「農の雇用事業」の活用推進等を通じて、農業法人等の雇用受入

を支援した。 

   ア 研修責任者・研修生セミナーの開催 

（ア）経営者・経営責任者研修会の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

4月23日 

7月 5日

11月20日 

2月 5日

3月26日

長野市 

長野市 

長野市 

長野市 

長野市 

 27人 

79 

39 

30 

12 

１ 農の雇用事業について 

２ 申請書の書き方と留意点 

３ 農業経営の実践研修 

４ 農業の労務管理について 

（イ）研修生セミナーの開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

11月 6日 

11月 8日 

2月18日 

3月26日 

長野市 

松本市 

長野市 

長野市 

 47人 

39 

58 

24 

１ 農の雇用事業について 

２ 農場でのコミュニケーションづくり

３ 農業技術検定3級試験について 

イ 事業実施経営体の巡回調査支援 

実施時期 経営体数 研修生数 調査・確認内容 

5月21日～29日 

7月10日～23日 

8月 6日～31日 

10月23日～11月2日 

12月13日～20日 

 2月 1日～28日 

 3月12日～25日 

25 

32 

62 

32 

35 

65 

32 

  60人 

44 

91 

41 

48 

99 

43 

１ 労働条件の確認 

２ 研修内容の確認 

３ 課題や健康状態等 

   ウ 短期就業体験、経営継承の推進 

農業経営継承事業コーディネートチーム会議の開催  

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

6月19日 

12月 3日 

木島平村 

佐久市 

 11人 

8 

１ 農業経営継承事業の取り組みについて

２ 経営継承の意向等について 

３ コーディネートチームの編成について

   エ 農業技術検定試験の支援 

7月21日 松本市 

12月15日 松本市 

   オ 農業法人の実態調査 

     調査時点:平成24年3月31日現在 794法人 

 



（３）外国人農業研修生等の受入機関の調査活動 

   外国人農業研修生・技能実習生数及び受入機関（監理団体）の状況調査活動

等を実施した。 

   ア 受入機関、外国人農業研修生・技能実習生数 

     平成24年 6月1日現在数   29監理団体 1,661人 

11月1日現在数   29監理団体 1,721人 

 

Ⅳ 農業者年金対策 
１ 加入推進活動の実施 

「新規加入者底上げ３カ年計画（平成２２年度～２４年度）」に基づく市町村目標

達成のための加入推進活動を実施した。 
（１）農業委員会、ＪＡ、年金協議会等への普及推進支援 

（２）加入推進部長研修会等の開催 

  ア 加入対策会議の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

7月 3日 

4日 

松本市 

長野市 

 68人 

47 

１ 県内加入推進状況について 

２ 講演「家族経営協定でよりよい経営

とくらしの実現を」 

３ 加入推進事例発表 

  イ 加入推進特別研修会の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

10月11日 

12日 

松本市 

長野市 

  81人 

61 

１ 農業者年金制度の概要と加入推進に

ついて 

２ 県内加入推進の取り組みについて 

３ 加入推進事例報告 

４ 地域別加入推進事例交換会 

（３）長野県農業者年金推進協議会への活動支援及び設立３０周年記念事業の検討 

   理事会(5・12・3月)で協議会のあり方及び30周年記念事業計画の協議を行った。 

（４）重点市町村・JA農業者年金加入対策会議の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

9月12日 

27日 

11月21日 

12月12日 

須坂市 

長野市 

中野市 

安曇野市 

 14人 

14 

18 

9 

１ 農業者年金制度の加入推進について

２ 加入推進計画の推進について 

３ 家族経営協定への対応状況について

４ 市町村・JAの連携について 

５ その他 

（５）３ヵ年計画推進結果 

加入目標 

(人) 

加入実績 

（人） 

進捗率 

（％） 

目標達成 

市町村数 

５５５ ４８０ ８６．５ ２４ 

 

２ 農業者年金受託業務の支援 

農業者年金業務の円滑な推進を図るため、関係機関・団体との連携により、次のと 

おり実施した。 

 （１）農業者年金業務推進会議の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

5月18日 長野市 74人 １ 農業者年金加入推進活動等について

２ 平成24年度の事務について 

３ その他 

 



（２）市町村・ＪＡの新任担当職員実務研修会の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

4月18日 長野市 101人 １ 農業者年金制度の概要について 

２ 農業者年金の事務について 

３ 旧制度の農業者年金について 

４ その他 

（３）農業者年金電子情報提供システム研修会の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

7月25日 

～26日 

長野市 39人 １ 電子情報提供システムについて 

２ その他 

（４）農業者年金担当者会議の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

2月13日 長野市 58人 １ 農業者年金業務について 

２ 平成25年度加入推進の取組方針につ

いて 

３ その他 

 

３ 相談活動の実施 

旧制度に基づく経営移譲や支給停止、現行制度の加入手続き及び経営継承等相談

活動を実施した。 
 （１）農業者年金相談会・研修会への対応 

派遣月日 派遣先 参加人員 内   容 

4月27日 軽井沢町   41人 １ 農業者年金制度及び加入推進につい 

 て 

２ 年金受給相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月11日 長野市 49 

5月30日 飯田市 120 

6月 8日 塩尻市 26 

6月15日 川上村  2 

6月20日 松本市 27 

6月26日 長野市 26 

6月29日 山ノ内町 32 

7月 6日 諏訪市 30 

7月23日 長野市 10 

7月23日 中野市 14 

7月26日 諏訪市 27 

8月22日 須坂市 18 

8月22日 野沢温泉村 13 

8月27日 須坂市 120 

8月31日 小川村 12 

9月 5日 生坂村  2 

9月24日 飯田市 40 

9月28日 小諸市 25 

10月16日 軽井沢町  6 

10月22日 豊丘村 22 

10月26日 塩尻市 62 

11月 5日 上田市 50 

11月22日 箕輪町 71 

11月28日 中野市 31 



派遣月日 派遣先 参加人員 内   容 

11月29日 松本市 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月30日 安曇野市 54 

11月30日 山ノ内町 31 

12月4日 佐久市 21 

12月10～

11日 

川上村 9 

12月18日 飯田市 34 

12月20日 御代田町 20 

1月29日 大町市 33 

2月 6日 立科町 12 

2月 5日 中野市 7 

2月 8日 生坂村 16 

2月20日 中川村 17 

3月 1日 中野市 14 

3月 5日 朝日村 5 

      

Ⅴ 情報活動 
 １ 全国農業新聞・全国農業図書の普及推進活動の実施 

    全国農業新聞・全国農業図書の普及推進を農業委員会法に定める「情報提供活動」

の基軸に位置づけ、市町村農業委員会等との連携協力により、次のとおり普及推進活

動を実施した。 

（１）情報事業推進会議の開催 

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

  9月 3日 下諏訪町  29人 １ 全国農業新聞の普及推進について 

２ 全国農業図書の普及推進について 

３ その他情報事業の推進について   6日 山ノ内町 31 

※ 普及推進目標及び実績 

ア  全国農業新聞     平成２５年３月１日現在 

平成24年度目標 実績（目標対比） 

９，７００部 ８，１０７部（８３．６％） 

イ 全国農業図書   平成２５年３月３１日現在 

図 書 名 目標 実績（目標対比） 

農業委員業務必携  1,500部       655部(44％) 

農業委員手帳 1,500部 1,367部(91％) 

農業委員活動記録ﾉｰﾄ  1,500部 711部(47％） 

（２）情報企画員会議の開催  

開催期日 開催場所 出席人数 内   容 

10月 2日 長野市 25人 

 

信州版1月1日号の紙面構成とレイアウトに

ついて 

1月17日 飯山市 11 平成25年度信州版の紙面企画について 

（３）市町村普及巡回活動の実施 

 実施期間 巡回先 巡回者 

5月 9日    3市村 全国農業会議所･農業会議職員 

7月25日  

    ～27日 

11市町村 



10月 3日  

    ～20日 

14市町村 

 

10月 3日  

    ～ 5日 

 8市町村 

11月 1日  

    ～ 2日 

 7市町村 

（４）研修会等における図書の展示販売     随時 

 

２ 情報提供活動の充実強化 

      消費者へ食と農の理解促進や本県農畜産物の販売促進につながる情報発信に努める

とともに、農業会議事業のＰＲ活動を強化するため、次の活動を実施した。 

 （１）農業会議のホームページの内容充実と活動の見える化の推進 

    農業会議のホームページの内容充実に努めるとともに、「農業委員会活動」見え

る化サイトを構築し、県内77市町村農業委員会における「活動整理カード」を掲載

した。 

 （２）インターネットを活用した農業委員会系統組織の情報通信の効率化  

 

 ３ 地域の食と農を育むネットワークづくり 

   「食」と「農」についての県民一人一人の意識を高めるとともに、豊かな食生活

を育む農業・農村を目指し、農業者をはじめ消費者、教育関係者等とのネットワー

クづくりや食育活動等を推進した。 

 （１）「信州の食を育む県民会議」と連携した食育の推進  随時 

 （２）食と農に関する消費者への理解促進活動の推進    随時 

 （３）信州農産物ＰＲ協会等と連携した地産地消の推進   随時 

 


