
  人・農地プランの実質化の推進について  

Ⅰ　人・農地プランの実質化とは

これまで地域の農業を支えてこられた方達は、地域での話合いにより、ほ場整備や共同利用施設・
機械の導入、地域の共同活動などに取り組み、地域の農業・農地を守り、発展させてきました。
しかしながら、こうした方達が高齢化する中で、これからの地域の農業を担っていく世代へバ
トンをつなげていく形をつくっていくことが「待ったなし」の状況です。このため、次の世代が
魅力ある農業に参入しやすくするためには、スマート農業など新技術を活用しつつ、農地の集積・
集約化など農地利用の最適化を進めていくことが急務となっています。
このため、国では、本年５月に公布された改正農地中間管理事業法において、地域の皆さんが
これまで営々と築き上げてこられた地域の農業・農地と、それを取り巻く伝統や文化、自然景観
などと一緒に、子供や孫などの次の世代にしっかりと引き継ぐため、話合い活動で合意された方
向性と将来像を「人・農地プラン」としてまとめ、それに沿って関係機関が協力して実現を図っ
ていくこととされました。これがいわゆる「人・農地プランの実質化」です。
「人・農地プランの実質化」に係る要件は以下の３つのポイントです。

特集

feature articles

⃝�対象地区の相当区分について、おおむね５年から 10年後の農地利用に関するアンケー
ト調査が行われていること

⃝�対象地区において、アンケート調査や話し合いを通じて、農業者の年齢階層別の就農
や後継者の確保の状況が地図により把握されていること

⃝�対象地区を原則として集落ごとに細分化し、話し合い活動を通じて 5年から 10年後
に農地利用を担う中心経営体に関する方針を定めること

アンケートの実施

現況把握

中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成
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特に農業委員会に
求められることは

県、市町村、関係機関・団体で、連携・協力しあい進める

長野県における人・農地プラン実質化の推進について
（長野県農政部長通知　令和元年8月）

関係機関・団体合意（５者合意）
農業委員会組織（３か年運動）

≪話し合い活動による地域の合意≫に沿った農地の集約化

農地中間管理事業の見直し⇒関連法律改正（令和元年5月）

人・農地プランの推進及び農地中間
管理事業の活用促進に向けた関係機
関の連携に係る活動方針（改訂）

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（改訂）
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Ⅱ　長野県における人・農地プランの実質化の推進方針について

（令和元年８月長野県農政部）
◎　足腰の強い農業づくりのための「産業政策」と、農村地域を維持するための「地域政策」を
車の両輪として進めることとし、本県では中心経営体への支援の充実とともに、兼業農家や高
齢農業者も含め、相互に補完しあう意識醸成や体制づくりを推進してきている。
◎　「人・農地プラン」の推進は、地域農業全体の将来ビジョンの明確化が期待されるが、現在の
プランは実効性の乏しいプランも散見され、近年は人手不足も深刻化し、あらためて地域農業
の将来像を皆で考える必要。
◎　今回の国の方針を、本県でも絶好の契機ととらえ、77市町村全域において、「実効性の高い人・
農地プランへの見直し」に取り組む。

農地流動化と連携体制等

を検討整理 ・共有

担い手の確保方針と農地管理等

の役割分担を検討整理・共有

地域政策

地 域
・中心経営体
・兼業農家
・その他農家

日本型直接支払制度

地域の共同活動
により担い手の
負担軽減

長野県における人・農地プランのあり方

中心経営体が「いる」地域

兼業農家 その他農家

地域農業に対する政策の枠組

中心経営体が「いない」地域

未来の担い手

兼業農家 その他農家
農地

将来担い手へ

集落営農
の組織化

農業法人
企業の誘致

新規就農
者の受入

農地 多面的支払等に
基づく連携

中山間支払等
に基づく連携

産業政策

中心経営体

農地中間管理事業等

補助金・
交付金等

農地の集積・集約化

経営経費支援

　人・農地プランでは、中心経営体への農地集積・集約
化とともに、兼業農家や高齢農家等も含めた地域の農
家がそれぞれの役割を認識し、地域の農業を持続的に
発展させるため、農地利用や農業用施設管理等を相互
に補完し合う意識や体制を自分ごととして話し合い、
取組むべき事項を明確にし、共有する。

話合いの方向
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主な機関・組織の取組内容

県現地支援チームの取組

〈農政課・農業改良普及センター〉
〇市町村や農業委員会等との推進会議の実施
〇市町村への助言・コーディネート
〇実質化の進捗状況の管理・指導

〈農地整備課〉
〇基盤整備事業に係る農地集積・集約化の情報提供
〇人・農地プラン実質化に係る基盤整備事業の相談・支援　等

市町村の取組

〇庁内関係部局による連携会議の実施
〇地域農業全体のマネジメント
〇既存プランが実質化されているかいないかの判断・公表
〇話し合いコーディネーター役の調整
〇対象地区の話し合いの開催　等

農業委員会の取組

〇農業者の現況把握
〇コーディネーター役及び話合いの積極的主導
〇アンケートの協力や話合い参加など農家への働きかけ
〇農地利用の最適化に係る調整
〇事務局は市町村部局と連携し、話し合い活動参画にための体制づくり

農業協同組合の取組

〇 JAの地域農業振興ビジョンとの調整
〇話し合いのコーディネーター役
〇農地利用集積円滑化事業から農地中間管理事業への円滑な移行推進

実質化した区域における継続的な取り組み
◎�実質化された区域でも、未だ明確になっていない農地の活用等については継続して話
し合いを行い、地域農業の将来像を検討し、人・農地プランの見直しに取り組む。
◎プラン公表後も、その実現に向けた活動を展開していく。
　�特に、農業委員、農地利用最適化推進委員を中心に毎年の耕作状況を把握しながら、
積極的な農地の流動化及び農地利用最適化を推進するものとする。
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Ⅲ　 法改正を踏まえ、「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」 
推進要領を改訂しました！

農業委員会組織では、平成 30年度から３カ年運動として「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」に組織を挙げて取り組んでいますが、８月 22日付け長野県農政部長通
知「長野県における人・農地プラン実質化の推進について」に対応するため、10 月 15 日に開催
した第 43回常設審議委員会において協議の上、改訂いたしました。
主な改訂内容は、次のとおりです。

運動の目標

１�　全集落等において、地域農業の将来を描く「人・農地プラン」の実質化とプランの達成
に向けた実践活動に取り組もう！
２�　地域の農地利用の実態把握と将来方針の合意形成づくりに取り組もう！
３�　「人・農地プラン」の実質化に向けた地域の話合い活動には、全ての農業委員、推進委員
が参加しよう！
４�　農地の実状を把握するための「農地パトロール」に計画的に取り組み、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！
５�　「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」の策定と適宜見直しを進めるとともに、「農
地利用最適化交付金」の活用に向け、委員報酬の上乗せ条例を早期に整備しよう！

農業委員会の取組内容

〇「人・農地プラン」の実質化とプラン達成に向けた実践活動
　①　管内農家の農地利用意向調査や地図作成による現況把握の実施
　②　話合い活動への取組強化
　③　「人・農地プラン」の方向性に基づいた農地の集積・集約化活動等の実施
〇農地利用最適化交付金の活用に向けた委員報酬の上乗せ条例の整備
〇農業委員会活動の積極的な情報提供
　・�農業委員会事務局は、別に定める様式により、農業委員及び推進委員の活動や実績を四
半期ごとに把握し、（一社）長野県農業会議へ報告する。

農業会議の取組内容

■運動に取り組む農業委員会への支援
〇「人・農地プラン」の推進に対する農業委員会のサポートの充実強化
　・「人・農地プラン」の実質化に係る推進研修会の開催
　・農地利用最適化推進地区別検討会の開催
　・話合いのスキル向上のための研修会の開催
〇農業委員及び推進委員の活動実績の収集・提供による一層の活動促進
　・�農業委員及び推進委員の活動や実績を四半期ごとに取りまとめ、各農業委員会へ情報提
供し、より一層の活動促進を図る。
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　「農地中間管理事業の平成 30 年度実績は伸びました！」　

平成 30 年度は、長野県、JA長野中央会、農業会議、農地中間管理機構、土地改良事業団体連
合会の５者合意による「円滑化事業等の他制度からの移行」、「農地中間管理機構関連農地整備事
業等の基盤整備事業との連携」などの事業推進により、農地中間管理事業実績は借入面積794ha（前
年比 136％）、貸付面積 768ha（前年比 111％）となりました。
また、令和元年９月末実績は、借入面積 413ha（前年同月比 145％）、貸付面積 476ha（前年
同月比 142％）となっています。

機構の借入面積 機構の転貸面積

令和元年９月末実績
（前年同月対比）

413.2ha
（145.1％）

476.4ha
（142.0％）

平成 30年度実績（A） 794.7ha 767.9ha

平成 29 年度実績（B） 584.5ha 691.7ha

前年度対比（A/B） 136.0％ 111.0％

トピック
ス

topics

人・農地プランの実質化に係る地区別検討会議の開催
令和元年 8月末から 9月にかけて、県と連携し、市町村（農政担当部局、農業委員会事
務局）、JA、農地中間管理機構、県、農業会議等が出席し、地域振興局単位県内 10地区で
開催し、人・農地プランの取り組みの状況と進め方、課題等について情報交換しました。
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Ⅰ　第４回通常総会を開く

（一社）長野県農業会議は、６月 17 日（月）に松本市の JA 中信会館において、
市町村農業委員会長ほか会員並びに関係者約 150 人の出席のもと、第４回通常総会
を開催しました。総会では、平成 30年度事業報告並びに計算書類及び定款の変更案
について審議し、原案どおり承認されました。

なお、総会終了後に行われた
講演会（農地利用最適化研修会）
では、茨城県東海村農業委員会
の元事務局長で、地方考夢員研
究所長の澤畑佳夫氏から「ワー
クショップ活用による合意形
成！―人・農地プランも見据え
て―」と題した講義が行われま
した。

Ⅱ　農地情報公開システム（応用編）操作研修会を開く

―農地情報公開システムを「人・農地プランの実質化」にも活用しよう！―

（一社）長野県農業会議は、農地情報公開システム（応用編）操作研修会を 10 月２・３日に千
曲市と塩尻市で開催しました。今回は、５月に開催した基礎編の復習と、農地所有者の意向把握
の集計方法や様々な情報を地図に表記する方法などデモ機を用いて、農業委員会事務局職員 80名
に実際に操作しながら受講いただきました。
農地情報公開システムは、農
地台帳として農地の一元管理の
ほか、人・農地プラン実質化で
求められている年代や後継者の
情報を落とし込んだ地図作成に
も利用できるなど、農業委員会
の農地利用最適化活動を効率的
に進める重要なツールでもあり
ます。本格稼働に至っていない
農業委員会にあっては速やかな
移行をお願いします。

活動報告
activity report
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Ⅲ　農業者年金加入推進特別研修会を開催

―年金制度を知らない農業者をなくそう！―

（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 11・20
日に長野市と松本市において、農業委員な
どの加入推進部長を対象に農業者年金加入
推進特別研修会を開催しました。研修会冒
頭、加入推進に功績のあった上田市農業委
員会、朝日村農業委員会、JA信州うえだ、
JA松本ハイランド、JAながのに対し、農
業者年金基金の樋口直樹理事から表彰状が
授与されました。（写真）
研修では、受賞者の事例発表に加え、特
定社会保険労務士福島邦子氏から「年金制
度の仕組みと必要性」と題し、老後への２千万円の波紋の真相、老後の収入は約６割が年金収入
だけで生活しているなど、公的年金の必要性や、健康寿命（日常生活に制限のない期間）と平均
寿命の違い、老後生活に対する備えとして必要な金額やモデル年金などについて詳しく説明があ
り、出席者は熱心に聴講されておりました。

　　  事務所移転のお知らせ 　 　
一般社団法人長野県農業会議は、
本年 10 月１日より下記のとおり事務所を
移転しました。

 新　住　所 　
〒 380-0826
�長野市大字南長野北石堂町 1177 番地３
JA長野県ビル 11F

 新電話番号 
026（217）0291�
026（217）0292�
※�県庁内線は10月１日以降使用できません。

 新 FAX 番号 
026（219）2953

 そ　の　他 
E メールアドレス、ホームページのURLは
変更ありません。

（表彰を受ける朝日村農業委員会の中村会長）

昭和通り

JR
長野駅

長野
県庁

中
央
通
り

TOiGOもんぜんぷら座

アクティホール

バスターミナル

ココです。（ＪＡ長野県ビル１１Ｆ）

車両
入口

ながの東急
百貨店

ローソン
デニーズ

NBS
長野放送

ホテル
信濃路

長
野
大
通
り

JR 長野駅から徒歩 10 分
長野 IC・須坂長野東 IC それぞれから車で 30 分
130 台収容の有料駐車場完備

◆ JA 長野県ビルへのアクセス

こちら事務局です
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