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「改正農業委員会法５年後検証」と 
「人・農地関連施策の見直し」の動きについて

１　改正農業委員会法５年後検証の動き

　平成 28年４月１日に施行された改正農業委員会法は、法附則で施行後５年を目途として、農業

委員会が行う農地等の利用の最適化の実施状況を検証して必要な見直しを行うとされ、令和２年

度中に一定の結論を得る方向で政府の「規制改革推進会議」の中で検討が行われました。

　しかし、令和３年３月 31 日に開催された規制改革推進会議農業ワーキンググループにおいて、

「農業委員会の農地利用最適化活動の定量的な把握が不十分であり、見直し期限は最低でも２年間

延長する」とされ、結論は先送りされました。

　その一方で、令和３年６月 18日に閣議決定された「規制改革実施計画」では、同会議での意見

を踏まえ「令和３年度中に実施していくべき事項」として次の２点が示されました。

①�　農林水産省は、全ての農業委員会で最適化活動に係る目標を定めるとともに、推進委員

等が、毎年度、具体的な活動を記録し、農業委員会において評価の上、その結果を公表す

る仕組みを構築する。

②�　農林水産省は、農業委員会の活動についての情報開示に基づき、推進委員等が農業委員

会法に規定する者としてふさわしいかを評価・判断し、適切な人材を確保する仕組みを構

築する。

　農林水産省はこの決定を踏まえ、今後、農地利用の最適化活動や農業委員会の運営に関する新

たな対応方向を示していくとしており、農業委員会組織としては、農業委員、推進委員一人一人

の活動内容の一層の見える化を推進していく必要があります。
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２　「人・農地関連施策の見直し」公表　─ 農地の持続的な利用へ ─

　農林水産省は５月 25日に「人・農地など関連施策の見直し方針」を公表しました。
　この方針は昨年 12月に改訂された「農林水産業地域の活力創造プラン」に基づき、農業経営を
行う人の確保と農地の適正な利用の促進、農村における所得と雇用機会の確保等を図るための施
策の在り方について取りまとめたもので、高齢化や人口減少が本格化する中で、農地を持続的に
最大限利用するための方策が示されています。人・農地プランの法定化をはじめ、受け手がいな
い農地の粗放的な管理など、農業委員会組織が提案してきた政策が明記されるとともに、「農地を
将来にわたって持続的に利用すると見込まれる人」として、中心経営体に加え、多様な経営体も
積極的に位置付けることや、農地中間管理事業による貸借の運用を抜本的に見直すことなどが盛
り込まれております。
　来年の通常国会に関連法案を提出することを念頭に、今後、具体的な施策の検討が進められ、
年内を目処に関連施策の取りまとめが行われる予定です。

人・農地関連施策の見直しのポイント

主な項目 見直しの内容

人・農地プラン

◆ルールとして継続的に取り組むべきこととして法定化

◆中小規模の経営体、半農半Ｘなど多様な経営体を位置づけ

◆�農地の集約化に重点を置き、将来の農地利用の姿「目標地図」を明確
化

農地中間管理機構

◆�農地中間管理機構、都道府県、農業委員会、市町村などが一体で貸借
を推進

◆貸借を促進する手法は「農地中間管理機構」の経由を軸とする

◆農地中間管理事業による貸借の運用を抜本的に見直し

農地の長期的な利用

◆�受け手がいない農地は、有機栽培や放牧、鳥獣緩衝帯など、土地とし
ての持続可能な利用を促進

◆地域の土地利用を提案できる仕組みの構築

◆水利施設の整備費用などの農家負担を軽減

農政ひとくちメモ�☞　　　　　　「半農半Ｘ
エックス

」とは
　「半農半Ｘ」とは、京都府綾部市に在住の塩見直紀さんが 1990 年代半ば頃から提唱してきた
新しいライフスタイルのことを言います。「半農半Ｘ」のきちんとした定義はありませんが、農
業収入の他に、兼業収入を加えて生計を立てるライフスタイル（いわゆる兼業就農）などとされ、
「半Ｘ」にあたる兼業部分には、限定がありません。
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農地パトロール月間がはじまります！

　農地の利用状況調査（農地パトロール）が８月を中心に実施されます。
　本年からは、遊休農地調査と荒廃農地調査が統合され、一体的な調査を行うことになりました。
　遊休農地については、1号と 2号に分け、1号は荒廃状況に応じて緑区分（草刈りなどにより
耕作可能となる農地）と黄区分（緑区分でないが基盤整備などで条件整備をして耕作すべき農地）
に分けることになりました。
　この利用状況調査の終了後、直ちに、所有者に今後の意向の調査を行い、6か月後に意向に沿っ
た管理がされているかを確認し、意向どおりに活用されていない場合は、農業委員会が指導を行
います。
　農地パトロールは、農地の利用促進につなげるための情報収集を目的に、主に、①地域の農地
利用の確認、②遊休農地の実態把握、③違反転用の発生防止・早期発見の３点を重点として実施
します。

１　パトロールの方法

　⑴　道路からの目視
　　�　農地台帳の情報及び地図等を利用しながら農地を一筆ごとに、道路からの目視で利用状況
を確認します。ただし、災害その他の事由により、進入路が荒廃しているなど、その土地に
立ち入ることが困難な場合は、この限りではありません。

　　�　なお、道路からの目視により農作物栽培高度化施設の内部を確認できない場合には、当該
施設の所有者に同意を得て当該施設の内部に立ち入って調査を行い、同意を得ることができ
ない場合には、農業委員会等に関する法律第 35条第１項の規定による立ち入り調査を行いま
す。（「法第 43条・44条の運用通知」）

　⑵　写真の撮影および地図等への記録
　　�　道路からの目視により、雑草が繁茂しているなど、遊休化等が確認された場合は、利用状
況の写真を撮影し、その旨を地図等に記録します。

　　�　写真は、遊休農地等の判定資料として活用できるよう、農地の全景と併せて、周囲の状況
や植生についても撮影するように留意します。また、農業委員、推進委員が写真撮影できなかっ
た場合には、当該報告を受けた後、速やかに事務局等が写真撮影を行ってください。

　　　※�情報整理の効率化にもつながるため、可能な限りスマートフォンやタブレットのGPS 機
能の活用に努めてください。

　⑶　農作物栽培高度化施設の所有者等に対する聞き取り
　　�　農作物栽培高度化施設の営農計画書上、当該施設において通常農作物の栽培が行われてい
るべき時期に農作物の栽培が行われていないことが判明した場合、当該施設の所有者等から、
農作物の栽培が行われていない理由を聞き取ります。
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　　�　聞き取った理由が、天候や市況を踏まえて栽培時期を見送っているなど、やむを得ないも
のであり、さらに、概ね１月以内に当該施設において農作物の栽培を行う旨が表明された場
合には、当該施設において農作物の栽培が行われると見込まれる時期に、再度農地パトロー
ルを実施します。（「法第 43条・44条の運用通知」）

２　利用意向調査から勧告までの流れ（令和３年度～）

３　遊休農地（荒廃農地）の区分

　本年度から遊休農地の荒廃の状況に応じて区分することになりました。

　緑区分：草刈り等により直ちに耕作が可能な農地

令和３年 令和４年
７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 ・・・ ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

※ 現地確認は、前年度の利用意向調査で下記①、②の農地の現地確認

　① 農業上の利用の増進を図る旨の意思の表明があった農地
　② 意思の表明がない農地

農地パトロール
（利用状況調査）

意向表明の
回答期限

協議の勧告

意向通りに実行

されていない場合

現地確認 ※①

実施
状況
報告

利用意向調査書の
発出

意思表明がない

場合

調査結果集計

１か月以内

現地確認 ※②
６か月

６か月

協議の勧告

１か月以内

１か月以内

農作物栽培高度化施設の営農計画書上、当該施設において通常農作物の栽培が行わ
れているべき時期に農作物の栽培が行われていないことが判明した場合、当該施設の
所有者等から、農作物の栽培が行われていない理由を聞き取ります。 
聞き取った理由が、天候や市況を踏まえて栽培時期を見送っているなど、やむを得

ないものであり、さらに、概ね１月以内に当該施設において農作物の栽培を行う旨が
表明された場合には、当該施設において農作物の栽培が行われると見込まれる時期
に、再度農地パトロールを実施します。（「法第 43 条・44 条の運用通知」） 

 
２ 利用意向調査から勧告までの流れ（令和３年度～） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 遊休農地（荒廃農地）の区分 

本年度から遊休農地荒廃の状況に応じて区分することになりました。 
緑区分：草刈り等により直ちに耕作が可能な農地 

 
黄区分：草刈り等では直ちに耕作できないが、基盤整備等の実施により再生可能な農
地 
　黄区分：草刈り等では直ちに耕作できないが、基盤整備等の実施により再生可能な農地
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まさかの時に備え、収入保険制度・園芸施設共済に加入しましょう！

収入保険制度　「様ざまなリスクから農業経営を守ります」

すべての農産物を対象に収入減少を補てんします
　農業者自らが生産・販売した農業収入全体を補償する保険です。
経営努力では避けられないすべてのリスクに対応し、幅広く補償
することができます。

加入申請を受け付けています
○加入対象者
　�　青色申告を行っており、過去１年以上の実績がある農業者が
ご加入いただけます。

○補てんの仕組み
　�　保険期間の収入が基準収入の９割（補償限度額の上限）を下
回った場合に、下回った額の９割（支払率）を上限として補て
んします。

○加入申請期限
　�　個人経営体は、本年 11 月末まで。法人経営体は、事業年度
開始の１ヵ月前までに申請してください。

　ＮＯＳＡＩ長野では、収入保険に関するお問い合わせ窓口を県
内各地の支所に設置しています。
　制度に関する相談や、保険料・補てん金の試算等も行っており
ますので、お気軽に最寄りの支所までお問い合わせください。

園芸施設共済　「制度改正により補償が充実しました」

園芸施設共済への加入はお済ですか
　昨年 9月の制度改正に引き続き、本年４月から本体価格等が
見直され、さらに補償内容が拡充しました。
　補償プランは経営状況に合わせて選択できます。まずはお気
軽にお見積りをしてみませんか。
　また、集団で加入いただくと条件により掛金や賦課金の割引
措置も行っています。

（円）

本体設置経過年数 対象となる
損害額

補償割合
（２割は特約
にて追加）

共済価額
（時価額）

共済金額
（補償額） 掛金 賦課金 加入者

負担額

１年未満
１万円以上 10割

（８割＋２割）

793,815 793,815 13,625 2,381 16,006
５年以上６年未満 645,990 645,990 11,088 1,938 13,026
10 年以上 498,165 498,165 8,551 1,494 10,045

※設置面積：162㎡（5.4 ｍ× 30 ｍ）、被覆期間：12か月、加入期間：１年
　被覆材：農 PO��0.15mm��スプリング留め（新品）の場合
※対象となる損害額１万円以上（小損害不填補特約）及び、補償割合（付保割合）追加特約は昨年９月より新設

ＮＯＳＡＩ長野

〈昨年８月の県内の強風被害の様子〉

※�上記の事故要因はほんの一部で
す。（コロナ禍の影響も対象に
なります。）

◎掛金等の目安（掛金率は本年４月からの長野県の標準掛金率を適用）

特集３
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長野市農業委員会の人・農地プランの実践活動
─ 機構関連農地整備事業を活用した樹園地の集積活動の取組について ─

◆令和３年６月 21日開催の農業会議第６回通常総会の講演より

（長野市農業委員会・青木保会長）
１　農業委員になって
　�　私は、平成 29年３月に地域から推薦され長野市の農業
委員になり、昨年３月から会長を務めています。農業委
員活動に携わってみて感じたことは、委員の役割は重要
性を増している一方、業務量が非常に多いというのが実
感です。
　�　また、事務局職員も国・県からの調査に日々追われ、現場に出る時間が少なくなっており、
委員活動と事務局職員の関係性が希薄になってきているようにも感じております。市役所全体
の農政関係職員も減っており、農業行政の地位の低下が気になっています。
　�　我々の委員活動も農業委員会法の改正を受けて、調査活動がメインになってしまっており、
もっと他の活動の領域を広げていきたい。その最たるものが「人・農地プラン」の実践活動です。
市内 33地区のうち 32地区で実質化が完了しておりますが、このプランを実行していけば集落
が生まれ変わります。この取組こそが、農業委員会の本来の使命であると考えています。

２　地域の課題
　�　農業委員として私が担当する区域は、長野市東部の若穂綿内地区です、この地域には、大き
く二つの課題があります。一つは、東側の中山間の果樹地帯で、担い手不足とそれによる遊休
農地の拡大です。もう一つは、千曲川の河川敷内の農地で、ここでも農業離れが進み農地の荒
廃化が進んでいます。一昨年の台風 19 号災害では、土石流が流れ込み一時は壊滅的な被害を
受け、市長への復旧要請でほぼ現状回復しましたが、農地から離れる耕作者は依然として増え
続けております。河川敷内の全地権者や共有地組合のメンバーを対象に利活用実態のアンケー
トをとるなどして、今後の千曲川河川敷の有効活用策を模索しております。

３　果樹地帯での基盤整備事業の導入
　�　東側の果樹地帯である清水地区、山新田地区は、りんご、ぶどう、桃、プルーンなどが栽培
されていますが、担い手不足等により荒廃化が目立ち始めてから 15 年ぐらいになります。こ
の地域では、就農者の高齢化や担い手の減少とともに、農地が１区画３～５ａと狭く、傾斜は
15～ 20 度ときつく、形も不規則で作業がしづらく耕作条件が悪いことも離農の要因になって
います。

４　難しい果樹農地の基盤整備と将来ビジョンの提示
　�　こうした課題を解決していくために何をすれば良いか地域で何度も話し合いが進められ、若
い担い手が夢と希望を持って取り組めるような果樹園に生まれ変わるよう基盤整備の導入につ

農業委員会の

活動紹介
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いて検討することになりました。
　�　しかし、果樹農地の基盤整備は、①集積・集約には伐根等の大規模な土木作業が必要である
こと。②品目・品種など筆毎に樹園地条件が違うこと。そして一番の課題は、③基盤整備期間や、
その後の収入を得るまでにかなりの期間がかかることなどがあり、これらの課題をクリアして
いくには、地権者や地域住民の賛同が得られるような具体的な農業ビジョンを示すことが必要
でした。まさに、これが「人・農地プラン」であります。

５　綿内東町地域の将来ビジョン（農場の姿）

１　機械作業の導入と安全走行（SSの横転事故など防止）
２　畑地かんがい施設の整備
３　非農地のまとめと農業振興用施設の創出（イベント会場など）

１　農地の集積化計画（20～ 30 ａ / １筆）・・・・現行の 10倍に拡張
２　農地構造改革（段差の解消・勾配の修正）
３　将来的なＩＣＴ技術導入を見据えた基盤整備（草刈り・潅水・防除・高所作業車）
４　最終目標面積は 100ha
５　交通利便と眺望を生かした観光農業

６　農地中間管理機構関連農地整備事業の導入と取組
　�　地元で基盤整備の導入について検討を重ねた結果、農水省が平成 30 年に創設した「農地中
間管理機構関連農地整備事業」を導入することにしました。この事業は、地権者負担はゼロ（事
業費負担：国 62.5％、県 27.5％、市 10％）とメリットが大きい一方、非常に採択基準のハー
ドルが高い事業です。10ha 以上の農地が対象で、農地の８割以上を担い手に集積するのが条
件です。地権者から全農地を農地中間管理機構が借り入れ、県が農地整備した後、15年以上の
期間で機構が担い手に貸し出しする事業です。

７　事業導入に向けた取組
　�　まず行ったことが、８割集積の対象となる担い手の確保です。当初は認定農業者は 10 人に
も満たず基準まで大きな開きがありましたが、粘り強く若い農業者に声をかけた結果、徐々に
増加し基準をクリアすることができました。
　�　集落説明会では、出し手農家から 15 年以上という中間管理権の設定期間が長すぎるという
意見が多く、説得に苦労しました。昔ながらの農地に対する地主の思いが強く、協力を得るた
めに何度も足を運んだこともありました。また、売買を希望する出し手農家も多く、どうして
も貸借に応じてくれない方には、相手をみつけて所有権の移転処理を行いました。
　�　果樹の場合、成園になるまで年月がかかることから、一番の課題は、現在収益稼働中の農家
の説得でした。これには、将来ビジョンを示す中で理解をいただきました。未相続農地の処理
も大変な作業でした。独自の広報紙を発行したり、数十回におよぶ地元説明会の開催、個別訪
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問などを繰り返し、理解を得ることができました。
　�　導入準備会や実行委員会を設けて、現職の農業委員・推進委員はもとより、委員のOBにも
参画いただき中心的な役割を担っていただきました。

整備実施の概要

農
地
所
有
者
（

出
し
手
）

担い手への集積

綿内東町における農地中間管理機構関連農地整備事業の導入

・農作業の妨げになる石垣を撤去
・小区画分散 → 大区画化（集約）
・勾配修正（ＳＳの安全な旋回）
・畑地かんがい施設整備
・排水施設の設置
・農道整備　　　　　　等全ての

農地

８割

以上

集積要件など条件を満たし「農家

負担なし」で事業を実施

農
地
所
有
者
（

出
し
手
）

農
地
中
間
管
理
機
構

担
い
手
（

受
け
手
）

事業対象の全農地に

農地中間管理権設定

整備内容

高
生
産
性
果
樹
団
地

８　今後の進捗計画と最終目標
　�　山新田工区は、令和３年度から農地整備工事を始め令和４年までに完了し、清水工区は、令
和４年から始めて令和５年に完了する予定です。最終目標は、地域ブランドの復活です。基盤
整備後、新規就農者の育成と組織化を図り将来にわたって担い手を確保し、共同作業の導入と
そのルール化を進め、将来的には、無人の作業機械を導入し、作業の省力化を図っていきたい
と考えています。また、生産に観光をミックスさせて産地化を図り、農家の所得の向上を図っ
ていきたいと考えています。

９　終わりに
　�　地元農業委員として事業導入に関わり、土地に対する地権者の思いは様々で、理解を得るこ
とがいかに大変な作業かを実感しました。また、一番の課題である事業完了までの現役農家の
生活保障については、ぜひ国や県から支援をお願いしたいと思います。事業着手にこぎつける
まで長い年月を要し、役員の活動はすべてボランティアで行いました。これには相当な覚悟と
エネルギーが必要です。
　�　平成 28年に農業委員会法が改正され、今、現場では、人と農地のコーディネーター役として、
新しい農業委員会像を求めています。その役割を実行していくには、まずは、自ら現場に出て、
出来ることからスタートし、一歩ずづ前に進めていくことが大事ではないでしょうか。まだし
ばらくの間、コロナ禍は続くと思いますが、お互いに健康に留意して頑張っていきましょう。
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箕輪町農業委員会「農業委員会だより」全国コンクールで見事受賞

　�　箕輪町農業委員会（鈴木健二会長）が発行する「箕輪町農業委員会だより」が、このほど
（一社）全国農業会議所などが主催する「農業委員会だより」全国コンクールで、最優秀賞、
優秀賞に次ぐ、第３位の「全国農業新聞特別賞」を受賞しました。
　�　委員自らが精力的に企画や編集に取り組み、年４回タイムリーな情報を全戸に配布しており、
親しみやすい内容や、写真などを多く取り入れ、分かりやすく見やすい紙面づくりを行ってい
る点などが評価されました。
　�　当初は、５月東京都内で表彰式が予定されていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響
で中止となり、６月７日の箕輪町農業委員会の総会終了後、長野県農業会議の伊藤洋人専務理
事（全国農業新聞長野県支局長）より表彰状が伝達されました。
　�　農業委員会だよりは 2019 年６
月に創刊され、これまでに第６号
まで発行。毎回１万部を作り、農
家のみならず全戸に配布され、農
業委員会の取組を伝えるとともに、
農業の魅力などを発信しています。
　�　町のホームページでは、これま
でのすべての号が公開されていま
すので、是非、ご覧ください。

箕輪町農業委員会の編集委員の皆さん

知事・県議会正副議長に凍霜害被害対策を要請（災害対策協議会）
　本年４月から５月にかけて断続的に発生した凍霜害により、県内では果樹、野菜な
どに 20億円を超える甚大な被害が発生しました。
　このため、長野県農業会議、JA各連合会、のうさ

い長野などで構成する、長野県農業団体災害対策協議会（望月雄
内会長）では、６月 17 日に知事、県議会正副議長に対して「凍
霜害による農業被害対策に関する要請」活動を行い、被災農家の
経営継続に向け、今後の樹体管理などきめ細かな技術指導の継続、
防霜ファンの設置への支援、被害者への資金需要に応じた利子補
給、資材購入経費への助成措置や収入保険制度加入への加入促進
などの対策を求めました。
　知事、正副議長からは、「要請を受け止め、関係者と意見を共
有し、農家が営農意欲を失わないよう対応していきたい」との回
答がありました。 阿部知事に要請書を渡す望月会長

（写真中央）

活動報告
activity report
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女性農業委員・農地利用最適化推進委員の登用促進に向けて
～女性農業委員登用促進アドバイザーの活動～

　「～すべての女性が輝く令和の社会へ～第５次男女共同参画基本計画」は、令和７年までに全て
の農業委員会で女性委員の登用と、登用率の早期の 20％達成を目指しています。この女性登用促
進に向けて、長野県農業委員会女性協議会の役員を中心に農業会議から委嘱された 11名の女性農
業委員登用促進アドバイザーが活躍しています。
　本年度最初の活動として、７月 12日にオンライン形式により９名のアドバイザーによる意見交
換会が開催されました。
　会議では、沼田女性協議会会長の進行により、登用促進に向けた具体的な活動について話し合
われ、改選を控えた委員会に対しこれまで行ってきた首長と会長への登用促進要請活動に加え、
農村女性マイスター協会などの所属団体が無い女性に対し、女性協議会が直接推薦書を交付する
活動が紹介されました。
　この女性協議会からの推薦書の交付は、今年度の飯山市農
業委員会の改選において２名に対して初めて行い、両名とも
選出され、女性協議会の後押しが登用促進につながりました。
　会議では、これからも必要に応じ推薦書を交付していくこ
とと、改選予定委員会に向けて要請活動を計画的に行ってい
くことを確認しました。
　女性が積極的に登用され、女性委員と男性委員の共同参画
による農業委員会活動の強化を目指し、アドバイザーの皆さ
んの今後ますますの活躍が期待されます。

長野県農業者年金推進協議会が令和３年度代議員総会を開催

　「農業者年金加入者累計 13 万人早期突破及び中期目標達成２ヵ年運動」の取組方針
や新役員などを決定
　長野県農業者年金推進協議会（小林弘也会長）は、６月 15日に長野市で「令和３年度代議員総
会」（写真）を開き、本年度からスタートした「農業者年金加入者累計 13 万人早期突破及び中期
目標達成２ヵ年運動」の取組方針に基づく、令和３年度事業計画及び歳入・歳出予算等の４つの
議案をそれぞれ原案どおり決定しました。

　また、役員の改選が行われ、新会長には神林利彦氏（須
坂市）、副会長には小山田武氏（小諸市）・伊藤宏昭氏（大
町市）・小島幸夫氏（原村）がそれぞれ選任されました（任
期２年）。
　この取組方針では、長野県の２ヵ年加入目標を 234 人と
し、このうち 20 ～ 39 歳は 144 人、女性は 60 人とし、１
市町村１人以上の新規加入者の確保を基本に、すべての市代議員総会の様子

オンライン形式により開催された
アドバイザーの意見交換会
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町村において目標の達成を期すこととしています。このため、長野県農業会議、JA長野中央会及
び長野県農業者年金推進協議会は連携して、地域の加入推進部長、農業委員、農地利用最適化推
進委員、JA役職員等関係者を対象とした加入推進特別研修会等の各種研修会や推進会議を開催し、
加入推進の取組を支援することとしています。
　また、ラジオCMや新聞広告等を活用した広報活動を展開するとと
もに、農業者年金広域アドバイザーの設置による県域における普及啓
発等の支援を行うこととしています。
　さらに、同日開催されました長野県農業会議の第 63 回常設審議委
員会においても、同２ヵ年運動の取組方針が原案どおり決定され、そ
れぞれの組織が連携して取組を進めていくことになりました。

新会長の神林利彦氏

消費税の適格請求書等保存方式が導入されます！
　消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和５年 10月１日から消費税の適格請求書等保存方式
（いわゆるインボイス制度）が導入されることとなっています。
　また、インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要
になり、インボイスの交付を行うためには、本年 10月１日に開始される税務署への「適格請求
書発行事業者」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの変更点等があります。

＜インボイス制度について＞
　�　国税庁ＨＰにおいて、インボイス制度に関するパンフレットやＱ＆Ａのほか、国税庁動画
チャンネル（You�Tube）が公表されています。

　【国税庁　インボイス制度特設サイト】
　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

　【適格請求書等保存方式の概要　─�インボイス制度の理解のために�─】
　�https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-
027.pdf

　【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ＆A】
　https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

　また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。

軽減コールセンター 　0120-205-553（無料）　【受付時間】9：00 ～ 17：00（土日祝除く）

⃝ トピック
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こちら事務局です

　令和３年４月１日付けで、専務理事兼事務局長に着任しま
した伊藤洋人です。伊那市生まれで、現在は佐久市に在住して
います。
　昨年まで、長野県職員として農業・農村振興に係る幅広い業
務に携わってきました。様々な環境変化の中、日々、大切な農
地を次の世代に繋ぐ重要な業務を行っていただいている農業
委員会の皆様のお役に立てるよう、精一杯努力してまいります
ので、どうぞよろしくお願いいたします。

　令和 3年 4月 1日付けで新規採用され、農政・農地部に配
属されました髙橋一輝です。
　出身は群馬県高崎市です。大学では物理学を専攻しておりま
した。趣味は映画・音楽鑑賞、楽器演奏です。高校・大学では
吹奏楽部に所属し、打楽器やドラムを担当していました。好き
な食べ物は果物、梅干し、甘いものです。
　農政・農地部では農地情報公開システムと女性協議会を担当
しています。まだまだ、わからないことばかりでご迷惑をおか
けすると思いますが、早く仕事を覚え、日々努力して頑張りたいと思いますので、ど
うぞよろしくお願いいたします。

─ 職 員 紹 介 ─

一般社団法人　長野県農業会議

〒 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

026（217）0291
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026（219）2953
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