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農地中間管理事業を活用して「農地を活かす‼」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　長野県農業開発公社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中間管理部長　堀　内　千　秋
　公益財団法人長野県農業開発公社は、平成26年3月に長野県知事から長野県農地中間管理機構
の指定を受け、農業振興地域内の農地を対象に、農地の出し手と受け手を貸し借りにより橋渡し
することで農地の集積・集約化を図り、農業生産性の向上と農家経営の安定化を支援していま
す。

１　平成 29 年度の事業実績（表１）

　平成29年度は、50市町村において、1,813名の方から4,329筆、584.5haの農地を借入れ、57
市町村の729の担い手経営体に対して、4,967筆、691.7haの農地の貸し付けを行いました。平成
29年度末の農地中間管理権の設定面積は、借受が2,935.8ha、転貸が2,841.1haとなりました。
　平成29年度は、平成28年度実績は上回ったものの、単年度集積目標である2,500haには及ばな
い結果となっております。この要因につきましては、中間管理事業の認知度不足や事務手続きの
煩雑さに加え、集落営農組織等の地域ぐるみでの取り組みが一段落したことや、農地利用集積円
滑化事業や利用権設定等促進事業など、本県において過去活用を促進してきた取組みが、現場で
は依然として主体となっていることによるものと認識しております。
　　（表１）29年度農地中間管理事業実績

機構の借入面積 機構の転貸面積
平成 29 年度実績（A) 584.5ha 691.7ha
平成 28 年度実績（B） 376.4ha 636.9ha
前年度対比　　　（A ／ B） 155.3％ 108.6％
目標達成率　　　（A ／ 2,500） 23.4％ 27.7％

　　注：中間管理部調べ（基準日：公告日）

２　農地中間管理事業の活用に向けた関係５団体との「５者合意」

　平成29年度は、公社として、市町村や農業委員会、JAへの事業周知と取組推進を図るととも
に、6月から借受期間3年の権利設定を始めました。更に、8月に、県、JA長野中央会、県農業会



2

ながの農業会議だより

議、県土地改良事業団体連合会との５者において「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」を合意し、今後の長野県における農地集積は、農地中間管理事業の活用を
基軸として、関係機関組織が意識統一と役割分担の明確化のもとに推進することとしたところで
す。29年度後半から、県下各地において、農地貸し借りに係る類似制度のうち、契約終期の農地
については農地中間管理事業への移行を誘導するなどの具体的な取り組みが始まっており、実績
数字として成果が表れ始めております。

３　平成 30 年度の農地中間管理事業活動方針と重点活動

⑴　集積目標面積
　�　非常に高い目標ではあるが決して達成不可能ではない１,６００haを集積目標面積に掲げ、
出し手農家の掘り起しや円滑化事業等からの移行、農地整備事業の活用などにより事業推進を
図ってまいります。
⑵　活動方針
　ア　県、市町村、農業委員会やＪＡ等関係機関との連携強化
　イ　重点区域での実績確保
　ウ　農地整備事業、土地改良区等との連携
　エ　事業活用につながる事業ＰＲの実施
　オ　一般法人等からの機構事業活用への体制整備
　カ　事業運用上の改善
　キ　樹園地活用の促進と農地管理事業の実施
⑶　重点的な活動
　ア　農地整備事業との連携
　　�　平成29年度に土地改良法が一部改正され、農地中間管理機構を活用する場合は受益者負担
ゼロでほ場整備に取り組める「農地中間管理機構関連農地整備事業」が新たに措置されまし
た。県内では長野市と朝日村が平成31年度の事業採択に向け計画策定中です。特に長野市の
計画は、傾斜地で小規模な樹園地を、新たに再整備してりんご等の産地化を図る内容となっ
ており、今後、本県における樹園地集積のモデル的な事例として期待されています。

　　�　また、東御市では、県営ほ場整備事業を活用し、遊休農地をワイン用ぶどう団地へ再生す
る取組み、富士見町では、企業の出資法人が行う業務用トマトの産地づくりに向け、ほ場整
備事業を活用して稲作から野菜への転換が行われるなど、県下各地で農地整備事業との連携
による農地集積の動きが出てきています。

　イ　企業・法人への対応
　　�　近年、県のワインバレー構想や長野県原産地呼称管理制度の浸透等から、県内産ワイン用
ぶどうの品質が注目されており、東信・中信地域において全国的なワインメーカーの系列企
業が農地の借受希望者に公募され、担い手経営体としてワイン用ぶどうの栽培を行う事例が
見受けられます。また、特産のソバについても、県産原
料の安定的な確保を図るため、県内製粉会社が出資法人
を立ち上げたうえで機構を通じて農地を借り、生産拡大
を図るという取り組みが行われております（写真）。

　　�　こうした、企業・法人からの要望等については、公社
に配置したコーディネーターが市町村や農業委員会と連
携して情報提供や諸手続きのサポートを行っていること
から、今後も積極的な活用をお願いします。 機構が法人へ貸付けた農地でのソバ栽培
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４　農地中間管理事業の事業推進に向けた農業委員会との連携強化

⑴　国のアンケート調査
　�　平成30年6月1日に農林水産省は、農地中間管理機構の事業展開等に関して各都道府県の農業
振興地域を有する市町村の中から無作為に10市町村を抽出し、その意見結果を公表しました。
　�　この中で、「農地中間管理機構と農業委員会とは連携が図れているか」という問いに対し
て、本県市町村においては「連携ができている」が13％、「連携が不十分」が87％という厳し
い回答結果となり、改めて機構と市町村農業委員会との連携強化が大きな課題であることが浮
き彫りとなりました（図１）。
　�　この結果を真摯に受け止め、本年度は現場段階において機構と県、農業委員会、関係機関と
の話し合いの場を多くする活動を検討しているところであります。また、農地整備事業の実施
に伴う機構重点区域や中山間地域農業直接支払事業や多面的機能支払事業など、既に生産活動
と農地の活用に関する話し合いの場がある地域に対し積極的に入り込むという視点も今後必要
になろうかと考えます。

　　図１　農林水産省によるアンケート調査結果（H30.6.1）

⑵　遊休農地の活用
　�　農地中間管理事業の活用を図るため、農地法の改正など機構が関与する農地制度の裾野が広
がっており、特に農地パトロール等を通じて利用意向調査を行った遊休農地の情報について
は、農業委員会からご提供いただいているところです。情報のフィードバックについては、可
能な限り早期に行えるよう鋭意努力いたします。なお、借受判断等につきましては、国、県か
らの通知等に加え、機構の基準に基づき適切に対応しているところですので、引き続き御理解
と御協力をお願いいたします。

５　農地利用最適化に向けて

　農地利用の最適化とは、地域の農地を将来も残し、活かして、耕していくことで、このために
必要な要素は①農地の担い手への集積・集約化　②遊休農地の発生防止・解消　③新規参入の促
進と言われています。農地中間管理事業はこのためのツールの１つであります。制度創設後５年
目を迎え、今後、国の制度改正などの姿が見えてくるものと思いますが、こうした状況も視野に
入れ、関係機関が一体となり、今、使われている農地を使えるうちに農地中間管理機構等を活用
して、将来にわたり使える算段をする，いわゆる「農地を活かす！」取り組みをしていくことが
求められていると考えます。
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⃝ トピック

農地中間管理事業を活用した活動事例

　須坂市農業委員会の農地利用最適化推進委員・市川和志氏は中山間地に位置する豊丘地区を担
当しています。この地区は独居高齢世帯や地区外居住者の所有する農地の遊休荒廃化が目立ってお
り、市川氏は当該農地を中心に所有者と農業法人とのマッチングを進めています。具体的には、遊休
農地となっている農地を現場で確認して、事前に受け手を見つけた上で戸別訪問による所有者との意
向確認などの調整を行い、農地中間管理機構を経由して貸付を行うというものです。
　農地中間管理機構を使う理由としては「万が一トラブルとなった場合に間に入る機関があれば円
滑に解決することができる。また、例え少額でも賃料を確実に貰うべきであると考える」とのことで
す。
　この活動の成果もあり、豊丘地区では今年度約11ヘクタールある遊休農地の内既に2ヘクタール以
上が解消され、地区単位で見ると農業委員会が指針に掲げた毎年10％の遊休農地解消の目標値を
上回っています。
　農地利用最適化推進委員をやってみて一番のやりがいは、マッ
チングが上手くいった際に所有者の笑顔を見られることであり、今
後は更に受け手となる農業法人等を増やしていき、遊休農地を減
らしていくことで、地域の農業者の活動も活発にし、農地中間管
理事業等活用し、積極的に貸し借りが行われるようにしていきた
いと考えているそうです。 須坂市農業委員会の市川和志推進委員

県内すべての農業委員会が新体制に移行しました！
　　　　　
　平成28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、９月10日の中川村を最後
に77市町村全ての農業委員会が新体制に移行しました。
　旧体制の農業委員数（選挙委員・選任委員）1,385人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1,485人となり、100人の増員（7.2％増）となりました。
　また、女性農業委員数は、旧体制163人から新体制152人と11人減少しましたが、委員定数の減
に伴い、女性の登用率は、11.8％から15.2％に増加しており、女性の農地利用最適化推進委員数
13人を加えると全体で165人となっております。
　なお、来年４月１日には、改正法施行後３年を経過し、新体制の２巡目を迎える農業委員会が
順次でてまいりますので、これまでの取組みを踏まえ、さらなる組織体制の充実・整備が重要と
考えています。
　長野県の新体制への移行結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年9月10日現在　単位：人

移行
市町
村数

旧体制 ( 実数） 新体制（実数） 新旧比較

選挙 選任 計
（A)

農業
委員

推進
委員

計
（B)

増減
（B)-(A)

（増加率 B/A）
うち
女性

うち
女性

うち
女性

うち
女性

うち
女性

77 1,049 336 1,385 163 1,001 152 484 13 1,485 165 100
（107.2） 2
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第３回通常総会を開催
　　　　
　一般社団法人長野県農業会議は、第３回通常総会
を平成30年６月20日に松本市で開催し、第１号議案

「平成29年度事業報告の承認について」、第２号議案「平成29年
度計算書類（正味財産増減計算書、貸借対照表）等の承認につい
て」、第３号議案「定款の変更（案）の承認について」、第４号議
案「任期満了に伴う理事及び監事の選任（案）の承認について」の４議案については、すべて原
案どおり承認されました。なお、新役員の体制は下記のとおりです。

一般社団法人長野県農業会議　役員名簿
（平成30年６月20日開催の第３回通常総会・第14回臨時理事会で決定）

区　分 役職名 氏　　　名 所属団体・役職名等 会員区分
再　任 会  　長 望月　雄内 長野県議会議員 定款第６条第４項第２号

〃 副 会 長 市川　　覚 佐久市農業委員会長 定款第６条第４項第１号
新　任 〃 小林　弘也 松本市農業委員会長 〃
再　任 理　　事 小島　　誠 長野市農業委員会長 〃
新　任 〃 柴﨑　義和 上田市農業委員会長 〃
再　任 〃 本田　武司 飯田市農業委員会長 〃
新　任 〃 堺澤　　豊 駒ヶ根市農業委員会長 〃
　〃 〃 花岡　利夫 東御市長 定款第６条第４項第２号

再　任 〃 雨宮　　勇 長野県農業協同組合中央会長 定款第６条第５項第２号
新　任 〃 北原　富裕 （公財）長野県農業開発公社理事長 定款第６条第５項第５号
再　任 専務理事 小林　文彦 （一社）長野県農業会議事務局長 定款第６条第４項第２号
新　任 監　  事 神林　利彦 須坂市農業委員会長 定款第６条第４項第１号

〃 〃 松沢　正猛 白馬村農業委員会長 〃
任期：平成30年６月20日から平成32年６月の通常総会まで

農地利用最適化推進研修会に 1,000 人超す農業委員・推進委員が出席

　一般社団法人長野県農業会議（望月雄内会長）は、７月
20、23、25、26日に県内４会場で「平成30年度農地利用最適
化推進研修会」を開きました。
　この研修会は、農業委員会の法令業務となった「農地利用の
最適化」の推進に向けて、担い手への農地集積・集約化活動の
促進に資することを目的に、初めて県内４会場で開いたもの。
　４会場の研修会には、延べ1,000人を超える県内の農業委員
及び農地利用最適化推進委員などが出席しました。
　当日は、県農政部農村振興課をはじめ、県農業開発公社・県

農地中間管理機構、県農業会議の役職員が講師として、「農地中間管理事業による農地集積・集
約化の推進」や「農地利用の最適化に向けた農業委員・推進委員の役割と活動」などについて説
明するとともに、県内外の農業委員会活動の事例報告が行われ
ました。
　事例報告は、本年１月に開催した同研修会のアンケートで要
望が多く出されたもので、県内からは、佐久市、長野市、阿智
村、池田町の４農業委員会、県外からは、栃木県栃木市、茨城
県桜川市、千葉県香取市の３農業委員会の特徴ある活動が報告
されました。
　特に、栃木市農業委員会は、「戸別訪問活動」をベースとし

活動報告
activity report

主催者代表挨拶する小林文彦専務理事

農業委員・推進委員
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た農地利用最適化の推進活動を紹介、茨城県桜川市農業委員会は、推進委員が農地集積の必要性
を感じ、自ら説明会や地図を作成し、農地中間管理事業の理解促進に努めた内容を紹介、千葉県
香取市農業委員会は、「人・農地プラン」が活動のベースとなっていることなどが報告され、出
席者からは、「具体的な事例紹介であり、大変参考になった」と感想を述べていました。

県下２会場で農業者年金加入推進特別研修会を開催

　（独）農業者年金基金、（一社）長野県農業会議、ＪＡ長
野中央会は、９月19日に長野市、21日に松本市で、「農業者
年金加入推進特別研修会」を開催しました。農業委員、加入
推進部長、農業委員会事務局、ＪＡ担当者等の加入推進関係
者約150人が受講し、「加入者累計13万人早期達成３カ年運動
（平成30～32年度）」の本県の加入目標の達成に向けて研修
しました。
　研修では、農業者年金制度の事業内容をはじめ、加入推進の事例発表のほか、19日は、新潟県
のスノーデイズファーム株式会社代表の佐藤可奈子氏が「中山間地は若者が未来指向で元気を出
していけば、地域が変わる」と、自らの経験に基づく講演を行いました。21日には、山ノ内町農

業者年金協議会顧問の佐々木明雄氏が「年金受給者になり、年
金が受給できることの意義を是非農業者年金未加入者に知って
もらいたい。老後になっても生活費は必要不可欠なことを改め
て感じて欲しい」と講演しました。
　当日は、飯田市農業委員会が、平成29年度新規加入目標５
人から９人部門全国第１位、ＪＡながのが、39歳以下新規
加入目標数10人以上部門全国第１位など４部門の表彰状を
（独）農業者年金基金西惠正理事長から授与されました。西理事長からの表彰伝達

沼田浩子加入推進部長の事例発表

筑北村の遊休農地の活用事例

　東筑摩郡筑北村が（株）ファームめぶきと連携し、韃靼そば茶の原料の確保や遊休農地の解消
をめざし、2022年までに１５㌶以上のそば畑の集積を目指しています。
　筑北村は、標高が600ｍ～1,000ｍほどあり、内陸性気候のため昼夜の寒暖差があることからそ
ばの理想的な生育環境にあり、村では作付け補助金や製粉所、乾燥施設等を整備し、そばの生産
を推奨しています。
　2016年に日穀製粉がそばの国産の原料確保のために生産地を探しているとの情報と、筑北村に
高齢により離農する農家があるという農業委員会からの情報が農地中間管理機構の仲介により結
びつき、関連会社のファームめぶきが筑北村へ農業参入することになりました。
　翌年、農業委員とともに農地の荒廃が心配される地区の農家に今後の農地利用の意向について
聞き取り調査を行い、その結果を受けて村の提案により借り手のいない山際の小規模な農地を国
や県の補助制度を利用し大区画化を行い、現在は（株）ファームめぶきによる韃靼そばの生産地

農業委員会の活動から
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として再生しています。
　栽培した韃靼そばは、そば茶の原料としてマーケットを広げている。ＪＲ東日本の各駅に自動
販売機でペットボトルの「韃靼そば茶」を販売し、予想を上回る売れ行きで原材料の増産が求め
られています。

　飯綱町農業委員会
　　農地利用状況調査 ( 農地パトロール ) にタブレット端末導入

　飯綱町農業員会（清水藤一会長）では、今年から農地パトロール用に農業委員・農地利用最適
化推進委員（以下「推進委員」という。）24名全員分のタブレット端末を導入しました。
　同町は30年元日から新体制へ移行しましたが、従来の地図に筆毎の状況を記録する作業に大変
苦労していたことから、タブレット端末導入の強い意見があり、同農業委員会が町に経費負担を
要請し、調査用システムとタブレット端末の導入が実現しました。
　今年は、30年6月4日から8月10日までの約2カ月、担当地区毎に自分の都合の良い時間帯に個々
に調査し、その結果はタブレット端末で事務局に提出しました。
　特に非農地とした農地には、再度、農業委員・推進委員・事務局の3人1組で現場を訪れ、非農
地判断の確認作業を慎重に行ったといいます。
　前農業委員は20名だったため、多い人で約3,000筆担当していた委員もいたが、改選後は委員
が４名増えたため、少ない委員で600筆、一番多い清水会長が約1,500筆と軽減されたといいま
す。
　画面には全農地が白色にマークされ、調査した農地は区分別に色付けされる。また、導入にあ
たって町独自の機能として複数筆の一括入力機能を新たに加えた。これにより、一筆毎に遊休農
地等の区分を入力する必要がなくなり、とても便利で好評だといいます。
　清水会長は「タブレットは今、どこにいるのか一目でわかり
とても便利、昨年までの地図から転記する集計作業から解放さ
れた、この時間を農地利用の最適化に向けたい」と話します。
　同委員会事務局の三ツ井係長は、「以前は調査に20日間程
かかっていた地区が、タブレット導入で委員1人が約3日間で
調査が終わる等、委員への負担が大幅に軽減されました。来年
度に向け委員から改善点を出してもらい、使い勝手の良いシス
テムに改修していきたい」と話します。

1,500 筆を担当した清水会長「タブレットは、
色別で未調査の筆が一目でわかり達成感がある」
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お 知 ら せ

【長野県版】
平成 29 年田畑売買価格等に関する調査結果がまとまりました

　本調査について、過去の価格との比較に適しているとされる「都市計画法の線引きをしていない市町村の
農用地区域内」の価格は、昨年比で田が 91.1％で畑が 95.3％となり、全国と同様に下落となりました。
　下落の理由としては「農地の買い手が少ない、または買い控えのため」が最も多く、次いで「米価など農
産物価格が低い（不安定）のため」という結果となりました。

過去 3 年間の田畑売買価格の推移 10 ａ当たり　単位：千円、％

年
長　野　県 全　　　国

中　田 前年比 中　畑 前年比 中　田 前年比 中　畑 前年比

H27 1,750 91.8 1,389 95.1 1,270 98.0 923 98.1

H28 1,811 103.5 1,432 103.1 1,256 98.9 910 98.5

H29 1,650 91.1 1,364 95.3 1,207 96.1 891 97.9

こちら事務局です

11 月～２月は「農業者年金の加入推進月間です」

　農業者年金は、11 ～ 2 月を加入推進月間とし、加入推進活動に向けた情報提供等を行います。AM・

FM ラジオでの CM、新聞広告での掲載などで幅広く多くの方へ周知します。特に、20 ～ 39 歳の若者や

女性加入の拡大のため、スムーズに戸別訪問を行うことができるよう、普及資材を作成し、配布する予定です。

　また、11 月 15 日が来年度保険料の前納納付の申出期限であることを念頭に、経営状況により社会保険

料控除をしたい農業者に、農業者年金のメリットが時期を逸することなく伝わるよう勧めてまいります。

　農閑期に入ること、また年度末ですので、市町村の地区別加入推進班の指導的役割を担うリーダーであ

る加入推進部長を中心に説明会、研修会の開催も計画いただきますようお願いいたします。


