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「 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」が
４月からスタートしました

　長野県農業委員会ネットワーク機構（一社）長野県農業会議では、「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－行動する農業委員会を合言葉に！－」推進要領を、去る３月
15日に開催した常設審議委員会において決定し、2018 年（平成 30年）４月から 2021 年３月ま
での３カ年間、長野県農業委員会組織の運動として、農業委員会及び長野県農業委員会ネットワー
ク機構（一社）長野県農業会議が連携して進めてまいります。
　この運動の概要は次のとおりです。

１．運動の目標

　⑴�　市町村・地域の「人・農地プラン」の取組みと連携し、これからの地域農業を考える中で、
農地等の利用の最適化推進活動に取り組もう！

　⑵�　農地等の利用の最適化推進活動の羅針盤であり具体的な活動内容を示す「指針」の早期策
定と適宜見直しを進めよう！

　⑶�　農家の意向を把握するための調査や戸別訪問に取組み、その情報を農業委員会で共有、ま
た関係機関に提供し、農地等の利用の最適化につなげよう！

　⑷�　農地の実状を把握するための「農地パトロール」に計画的に取組み、遊休農地を把握し、
農地利用上の課題を農業委員会や関係機関で共有し、農地等の利用の最適化につなげよう！

２�．農業委員会の取組内容

　⑴　地域農業の将来を描く「人・農地プラン」の策定・見直しへの積極的な関与
　⑵　農地等の利用の最適化推進活動の羅針盤となる指針の策定
　⑶　戸別訪問活動を主体とした、機構を活用した担い手への農地集積・集約化の推進
　　ア　管内農家の意向を把握するための調査や戸別訪問の実施
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　　イ　農地中間管理事業の重点区域における農地集積・集約化の取組強化

　　ウ　農地集約化の推進

　　エ　機構（支所・事業所）及び業務委託先との情報共有と連携強化

　⑷�　守るべき農地を活用するための遊休農地の発生防止・解消に向けた機構との連携強化

　　ア　遊休農地の発生防止の取組みの推進

　　イ　遊休農地の解消に向けた取組強化

　　　ア�　農地パトロール（利用状況調査）の計画的な実施と農地法で規定された事務の適切な

実施

　　　イ�　機構の農地管理事業の活用

　　　ウ　非農地判断に向けた取組

　⑸　新規参入の促進に向けた取組強化

　　ア　関係機関・団体と連携した新規参入者の確保及び支援体制の強化

　　イ　法人等企業参入者への対応

　⑹　農地等の利用の最適化推進施策の改善意見の農業施策への反映

　　ア　認定農業者等との意見交換会、集落座談会等の実施

　⑺　農業委員会活動等を積極的に周知する情報提供活動の取組強化

　　ア　農業委員及び推進委員の活動記録を作成する

　　イ　農業委員会の活動事例の報告

３．長野県農業委員会ネットワーク機構（一社）長野県農業会議の取組内容

　�　農業委員会の運動の取組みを支援・助長するため、関係機関・団体との連携を密にし、以下

の取組みを実施する。

　⑴　運動に取り組む農業委員会への支援

　　ア　改正法を踏まえ新体制へ移行した農業委員会の体制整備に向けた支援

　　イ　農地利用最適化推進研修会等の充実

　　ウ　農業委員会相談会や相談活動の実施

　　エ　農業委員会の活動事例の収集・提供による横展開

　　オ　農業会議だよりの発行による農業委員や推進委員への情報発信　

　⑵�　農業委員会活動が円滑に進むよう、県、機構、ＪＡグループ等関係機関・団体と調整し、連携・

協力体制を整備する。

　⑶�　農業委員会の活動状況を踏まえ、農地等の利用の最適化の推進に関する改善に向けた意見

の国・県への提言

　⑷　活動の点検・評価

　　�　運動の推進状況についての点検・評価を行い、進捗状況に応じて推進対策の検討・見直し

を行う。
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平成 30年度一般社団法人長野県農業会議の
重点推進事項と農業委員会活動へのサポート

　一般社団法人長野県農業会議の平成 30年度事業計画等が、３月 26日に開催した「第２回臨時

総会」で決定されました。

　今回の特集では、その重点推進事項の主なものについてお伝えします。

１．農業委員会の活動体制の整備・強化に向けた支援

　�　県内では９月までにすべての農業委員会が新体制に移行しますので、残りの 6農業委員会に

対して、円滑な移行が図られるよう、委員定数や報酬条例の整備、農業委員と農地利用最適化

推進委員の活動の進め方などの相談活動に取り組むとともに、来年度 2巡目の移行を迎える農

業委員会についても支援してまいります。

　��　また、法改正等に伴う業務に係る活動支援についても充実してまいります。

２�．農地利用最適化交付金の活用促進に向けた支援

　�　農業委員会による農地利用の最適化に向けた活動を積極的に推進していくため、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交付される農地利用最適化交付金の

活用を促進してまいります。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

がありますので、早期に全市町村で条例が整備できるよう情報提供や相談活動に取り組んでま

いります。

　■県内における平成３０年３月末日現在の報酬上乗せ条例の整備状況

� 単位：市町村
報酬上乗せ条例の整備状況 報酬上乗せ条例の整備済み市町村

整備済 整備予定 未整備 上田市、岡谷市、伊那市、飯山市、
佐久市、安曇野市、川上村、南牧村、
下諏訪町、富士見町、阿南町、根羽村、
上松町、南木曽町、木祖村、大桑村、
木曽町、麻績村、生坂村、山形村、
朝日村、筑北村、池田町、松川村、
白馬村、坂城町、小布施町、高山村、
山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、
信濃町、小川村、飯綱町、栄村

Ａ Ｂ Ｃ

３５ ０ ２ １０ ３０

　　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
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３�．農業委員会の農地利用最適化推進活動の促進に向けた支援強化

　⑴　基礎研修会の開催
　　①　農業委員会事務局新任職員研修会（４月２０日　松本市）
　　②　新任の農業委員及び農地利用最適化推進委員研修会（9月25日長野市、9月27日安曇野市）
　⑵　実務研修会の開催
　　①　農地利用最適化推進研修会
　　　ア　農地利用最適化推進担当者研修会（６月５日　塩尻市）
　　　イ　農地利用最適化推進研修会（農業委員・推進委員等を対象）
　　　　　（７月２０日小諸市、７月２３日長野市、７月２５日伊那市、７月２６日松本市）
　　　ウ　農地利用最適化推進地区別検討会（県内１０会場）
　　　エ　遊休農地活用シンポジウム（２月　長野市）
　　②　農地情報公開システム研修会の開催（６月２２日　安曇野市）
　　③　農業委員会長実務研修会（６月２０日松本市、3月２６日長野市、いずれも総会終了後）
　　④�　農業委員及び農地利用最適化推進委員実務研修会（１１月７日　農業委員会大会に併せ

開催　松本市）　等
　⑶　農地利用の最適化活動への支援強化
　　①　農地利用最適化推進マニュアルの作成・配布
　　②　農業委員会の農地等利用最適化推進指針の早期策定・見直しへの支援
　　③　農業委員会の活動事例の収集・提供による横展開
　⑷　農地中間管理事業を活用した担い手への農地集積・集約化の推進
　　①　農地中間管理事業の重点区域における農地集積・集約化の取組みへの支援
　　②　農地基盤整備事業と連携した農地集積の支援
　　③　農地中間管理機構が行う農地管理事業の推進支援
　　④　借受希望者公募情報を活用した活動支援　等
　⑸　遊休農地対策の適正な実施に向けた支援強化

４�．農業経営の基盤強化に向けた支援対策の推進

　�　農業経営改善、農業法人化、集落営農組織の経営安定等の支援・相談活動を推進するとともに、
「農の雇用事業」の適切な事務を進めます。
　　また、農業経営収入保険制度の周知と加入対象者への普及推進を図ります。

５�．農業者年金制度の普及と新規加入者の掘り起こし

　�　「加入者累計１３万人早期達成３カ年運動」（平成３０年～３２年度）の推進に向けた研修会
の開催、広報活動、及び農業者年金広域アドバイザーの派遣等を実施します。

農業者年金新任担当職員研修会（５月２９日　長野市）
農業者年金業務推進会議��　　　（６月２６日　松本市）

６�．農業者等に対する情報提供活動の強化

　�　「全国農業新聞」を通じた農地利用の最適化についての各地の先進的な取組みの紹介や、「全
国農業図書」の活用促進及び広報紙を発行します。
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「第３期長野県食と農業農村振興計画　～次代へつなぐ、
笑顔あふれる信州の食と農業・農村～」が策定されました

　　　　　
　長野県の食と農業・農村の将来のめざす姿を明確にし、その実現に向けて、全ての関係者が一
体となって施策を総合的かつ計画的に推進するため、10年後を見据えた 2018 年度（平成 30年度）
から 2022 年度の５か年の計画として「第３期長野県食と農業農村振興計画」が県において策定
されました。（長野県のホームページに公表されています）

　≪第３期長野県食と農業農村振興計画の概要≫

１　基本目標　～次代へつなぐ、笑顔あふれる信州の食と農業・農村～
　�　農業者が減少する中で、本県農業を担う次の世代に、農地や技術、郷土食、農村の文化や景
観などを確実に “つなぐ ”とともに、本県の農業農村の魅力向上を図り、県民を含めて、関わ
る方の満足度を高めていきます。

２　本県の食と農業・農村のめざす姿
　�　「食」は私たちの生活に欠かすことのできない大切なものです。その「食」のもととなる安全
で安心な農畜産物を、安定的に供給している産業が農業です。県民生活に大きく関わっている
農業・農村を、県民一人ひとりの高い意識によって守り、農業者の高い技術力、経営力、マー
ケティング力をもって、農業を更に発展させることにより、みんなが笑顔になり、幸せを感じ
て暮らせる農村を目指します。

３　施策の基本方向
　◆産業として農業　＜次代へつなぐ信州農業＞
　　・�今後も農家数や耕地面積が減少する中、農産物産出額を増加させ、収益力の高い農業構造

に転換していきます。
　◆消費者が求める食　＜消費者とつながる信州の食＞
　　・�生活に欠かすことのできない「食」について、県民など多くの消費者に、その必要性と重

要性の理解促進を進めていきます。
　　・�本県の農畜産物や加工品、郷土食などの魅力が県民や県内企業の方々に共有され、それぞ

れの積極的な県産品の利用を進めていきます。
　◆暮らしの場としての農村　＜人と人がつながる信州の農村＞
　　・�高齢化や人口減少が急激に進む中、兼業農家や小規模農家、地域住民など多様な方々の協

働と参画による農村コミュニティの維持を図ります。
　　・�都市住民との交流、多彩な地域資源の活用などにより、農村の活性化を進めていきます。

⃝�トピックス
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「 平成２９年度農地等利用最適化推進施策に関する改善意見書」

を県へ提出しました
　　　　　

長野県農業委員会ネットワーク機構（一社）長野県農業会議では、３月２６日に長野市で開催し

ました第２回臨時総会の席上、県知事に対する「農地等利用最適化推進施策に関する改善意見書」

を望月会長から北原県農政部長に提出しました。

　今回の改善意見書は、長野県農業委員会ネット

ワーク機構の業務を通じて得た知見に基づき、農

地利用最適化の推進活動と連動した「人・農地プ

ラン」の推進活動の体制強化や農用地の利用権設

定に係る効率的な情報収集・提供に向けた仕組み

づくりへの支援について、農業委員会等に関する

法律第５３条に基づき提出しました。

＜平成２９年度農地等利用最適化推進施策に関する改善意見＞

１　農地利用最適化の推進活動と連動した「人・農地プラン」の推進活動の体制強化について

⑴�　地域農業の将来像を描く「人・農地プラン」の策定で重要な取組みとなる集落・地域の
合意形成に向けた活動を促進するため、市町村を中心に、ＪＡ、農業委員会、農地中間管
理機構等関係者が、それぞれの役割を活かした活動ができる仕組みづくりを推進し、特に、
農業委員会が行う地域の農地の利用状況及び農家の意向等を把握する農地の利用状況調査
や利用意向調査等農地利用最適化の活動と密接に連動できる体制強化を図ること。
⑵�　樹園地の多い本県において、農地集積をどのように進めていくかは、果樹産地特有の課
題もあり、水田を主体とした地域のような集積を進めづらい状況にある。全国的にも同様
な課題を抱えている中で、果樹地域において規模拡大が進む先進産地では、基盤整備、機
械化、省力化等と合わせた多様な産地強化対策を進める中で、農地集積が進んでいること
から、「人・農地プラン」と、現在、各産地で産地協議会が主体となって進める「果樹産地
構造改革計画」と連動した体制が作られるよう支援すること。
⑶�　中山間地域においては、特に高齢化が進み、担い手となる経営体も限られる中で、地域
農業の維持あるいは農業農村の維持という面からも、「人・農地プラン」の作成・見直し・
推進と、農地利用最適化の推進活動に対する助言・協力体制を強化すること。

２　農用地の利用権設定に係る適正な情報管理機能の維持に向けた支援について

�　農用地利用集積計画書の情報管理を県農地情報管理センター及び農地中間管理事業管理シ
ステムにより運営しているが、農地中間管理事業等のあり方の見直しにあたり、農用地の利
用権設定に係る適正な情報管理機能の維持に向けた必要な支援措置等を行うこと。

活動報告①
activity report
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長野県農業委員会女性協議会の研修会が開催されました
　　　　　
　平成 30 年２月 21 日に安曇野市を会場に長野
県農業委員会女性協議会の研修会が、長野県農
業会議との共催により開催され、農業女子プロ
ジェクト参画企業の（株）モンベルの竹山常務
取締役による基調講演や各地域の課題等の話し
合いを行うグループ討議などが行われ、農業委
員会長や女性の農業委員・農地利用最適化推進
委員など約１３０人が出席しました。

活動報告②
activity report

グループ討議の様子

こちら事務局です

農業者年金「加入者累計13万人に向けた後期2ヵ年強化運動」の新規加入者数

　

　全国の3月末新規加入者累計は、120,850 人になりました。

　長野県については、2ヵ年（28・29年度）自主目標 311 人に対して306 人になり、5人及ばず目標

を達成できませんでした。　　　

　一方、農業者年金基金の長野県単年度全体目標 109人に対しては、140人で目標達成しました。また、

長野県単年度 20歳～ 39歳目標 80人に対しては、79人で残念ながら目標を達成できませんでした。全

国では、全体目標で１４都道府県が目標を達成しました。皆様のご協力に感謝申し上げます。

後期2ヵ年運動（Ｈ28・29年度）目標達成‼市町村

小諸市 諏訪市 飯田市 松本市 松川村 小川村

小海町 伊那市 高森町 塩尻市 白馬村 飯綱町

軽井沢町 飯島町 阿南町 安曇野市 須坂市 中野市

立科町 南箕輪村 喬木村 山形村 千曲市 飯山市

上田市 中川村 豊丘村 朝日村 坂城町 山ノ内町

岡谷市 宮田村 木祖村 池田町 信濃町 木島平村
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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
FA X　026-235-2454
E-mail：nagano-kaigi@nca.or.jp

発行日／平成 30年 6月 1日　　編集／一般社団法人  長野県農業会議

お�知�ら�せ


