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ながの農業会議だより

公益財団法人　長野県農業開発公社
中間管理部長　大　池　英　樹

１　これまでの農地中間管理事業の実施状況　
　農地中間管理事業の推進について、本県では公益財団法人長野県農業開発公社が知事から農地
中間管理機構の指定を受け、取組が始まってから 7年目を迎えました。この間、関係する機関・

農地中間管理事業が変わりました
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団体の皆様、農業者の皆様に大変ご理解とご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。
　令和元年度の借受・貸付面積は、表１のとおり、53市町村において、3,804 名の方から 7,511 筆、
923.1ha の農地を借入れ、55市町村の 983 の担い手に対して、8,138 筆、966.9ha の農地の貸し
付けを行いました。令和２年３月末現在での農地中間管理事業としての権利設定面積は、借入が
4,522.8ha、貸付が 4,461.8ha となりました。
　単年度目標である 1,600ha には及ばないものの、農地中間管理事業の活用は着実に伸びてきて
います。これは、農地利用集積円滑化事業（以下「円滑化事業」という。）等からの移行が積極的
に行われたことや、これまでに農地中間管理事業を利用された担い手がリピーターとして再度活
用いただいたこと、農地整備事業等の取組の中で集団的に農地中間管理権の設定を進めた地域が
あったことなど、各地域において積極的な取組をいただいた結果と考えており、あらためて感謝
申し上げます。

（表１）令和元年度農地中間管理事業実績（基準日：契約始期日）
機構の借入面積 機構の転貸面積

令和元年度実績　① 923.1ha 966.9ha
平成 30 年度実績　② 794.7ha 767.9ha
前年度対比（①／②） 116.2％ 125.9％
目標達成率（①／ 1,600） 57.7％ 60.4％

　注：中間管理部調べ、平成 30年度実績の基準日は公告日

２　法律が改正され事業が見直しされました
　農地中間管理事業法の施行から 5年が経過したことから、国は事業のあり方全般について見直
し検討を行い、関係する法律等が改正され、昨年 11月と本年 4月から事業の見直しが実施されて
います。
　主な概要は次のとおりです。
　⑴　事務手続が簡素化されました（令和元年11月～）
　　�　これまで、農地中間管理事業で農地を借入・転貸する際には、制度上、市町村の集積計画
（出し手→機構）と農地中間管理機構の配分計画（機構→受け手）の２つの計画を作成し、別々
に手続を行わなければなりませんでした。このため、事務処理などの簡素化に努めてきまし
たが、担い手や現場の担当者からさらなる事務の簡素化について要望が出されていました。

　　�　そこで、農用地利用集積計画で集積・配分の権利設定の手続きが一括でできるよう見直し
されました（集積計画一括方式）。

　　�　これにより、手続きを行う期間の短縮が図られるなど、より利用しやすい仕組みに変更さ
れました。
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　⑵　利用権設定を支援する制度が一体化されました（令和２年４月～）
　　�　これまで、農地集積を行うには、農業協同組合や市町村農業公社等の農地利用集積円滑化
団体（以下「円滑化団体」という。）が行っていた円滑化事業や、農地中間管理機構が行う農
地中間管理事業などいくつもの手法があり、分かりにくいという意見がありました。

　　�　また、これからは「人・農地プラン」を核として、市町村、市町村公社、農業協同組合、
農地中間管理機構等が連携し、農地の利用集積・集約化を一体的に推進する体制を構築する
必要があります。

　　�　そこで、農地中間管理事業の実施地域を円滑化事業と同様に「市街化区域以外の区域」に
拡大するなどの措置を講じた上で、円滑化事業は農地中間管理事業へ統合一体化されました。

　　�　なお、これまで円滑化事業で担い手に貸付けられていた農地については、引き続き、契約
期間満了まで円滑化団体が管理することができますので、契約期間が満了したものから、随時、
農地中間管理事業に移行することを基本とします。ただし、契約期間が途中の契約についても、
必要に応じて合意解約による農地中間管理事業への移行や、一括承継手続きによる移行にも
対応してまいります。

　⑶　「人・農地プラン」を核とした、関係機関と一体的な推進を図ります
　　�　今回の法改正で、地域の徹底した話合いにより、担い手への農地の集積・集約化を加速化
させるため、「人・農地プラン」を実質化する活動を全市町村で展開することとなりました。
また、農業委員及び農地利用最適化推進委員については、法律においてその役割が明確化さ
れました。

　　�　現在、各市町村で「人・農地プラン」の実質化の取組が進められていますが、プランの公
表後は、プランで合意され、明確された方向性に沿って、担い手への農地の集積や新規就農
者の育成・確保、受け皿組織づくり等が展開されることとなります。

　　�　農地中間管理機構では、担い手への農地集積・集約化を進める中核的な機関として、基盤
整備事業など関連施策も活用しながら、引き続き、市町村・農業委員会・農業協同組合等の
皆様と連携・協力しながら推進を図ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

第１　重点推進事項

１　農業委員会の活動体制の整備・強化に向けた支援
２　農業委員会の農地利用最適化推進活動の一層の推進に向けた支援
３　農地法等法令に基づく公正・適正な審議の実施
４　農業経営の基盤強化に向けた支援対策の推進
５　農業者年金制度の普及と新規加入者の掘り起し
６　農地等利用最適化推進施策の改善意見の提出等農政活動の実施
７　農業者等に対する情報提供活動の強化
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令和２年度一般社団法人長野県農業会議事業計画が
３月２５日の臨時総会で承認されました。
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２　事業内容

Ⅰ　農業委員会の活動体制の整備・強化に向けた支援
　　１　本年度に新体制に移行する農業委員会への支援
　　２　農地利用の最適化に取り組む活動体制の整備・強化に向けた支援
　　３　多様な人材の登用促進

Ⅱ　農業委員会の農地利用最適化推進活動の一層の推進に向けた支援
　１　人・農地プランの実質化推進活動の実施
　２　遊休農地対策の適正な実施に向けた支援
　３　農地情報公開システムの円滑な運用への協力支援
　４　農地法等相談活動の実施

Ⅲ　担い手・経営対策の推進
　１　新規就農者の確保・農業法人等への雇用対策
　２　農業経営改善の支援

Ⅳ　農地法等法令に基づく公正・適正な審議の実施
　１　常設審議委員会及び地区常設審議委員会の開催
　２　農地法等相談活動　

Ⅴ　農業者年金対策の推進
　１　加入推進活動の実施
　２　農業委員会・ＪＡなど農業者年金受託機関が行う業務支援
　３　相談活動の実施

Ⅵ　農政対策の推進
　１　農地等利用最適化推進施策の改善意見の提出
　２　第５回長野県農業委員会大会の開催（11月 11 日　松本市）
　３　県農政部との意見交換会の実施
　４　全国農業委員会会長大会等への参加
　５　国・県等への要請活動の実施
　６�　「長野県農業団体災害対策協議会」を通じた農業被害対策に関する情報収集・提供及び要請
活動の実施

　７　「農政対策ニュース」の情報提供

Ⅶ　関係団体の活動支援
　１　長野県農業委員会協議会及び地区農業委員会協議会との連携強化と活動支援
　２　長野県農業委員会女性協議会の活動支援
　３　長野県農地情報管理センターの活動支援

Ⅷ　農業一般に関する調査の実施　

Ⅸ　情報提供活動の推進
　１　全国農業新聞・全国農業図書の普及推進活動の実施
　　�　改正農業委員会法に定める「情報提供活動」の中核として、引き続き全国農業新聞・全国
農業図書の普及推進活動を位置づけ、農業委員会等との連携協力により実施する。

　２　情報提供活動の充実強化
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　本年度に長野県内において改選を迎える農業委員会は下記のとおりです。改選にあたっては、
令和 2年 2月 21 日付けで長野県農政部農業政策課長から通知が出ておりますが、下記にご留意
いただきますようお願いいたします。
　改選手続に関し、質問のある方は、農業会議総務・情報部（電話：026-217-0291）まで遠慮
なくご連絡ください。

１　令和2年度改選農業委員会（47）

朝日村、生坂村、南牧村、北相木村、佐久市、川上村、南相木村、佐久穂町、軽井沢町、
御代田町、立科町、小諸市、青木村、下諏訪町、原村、南箕輪村、宮田村、駒ヶ根市、
高森町、阿智村、平谷村、根羽村、下条村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、大鹿村、
飯田市、上松町、木祖村、王滝村、大桑村、麻績村、山形村、松川村、白馬村、高山村、
須坂市、栄村、岡谷市、筑北村、木曽町、飯綱町、南木曽町、箕輪町、中野市

２　改選にあたっての留意事項
　⑴�　農業委員及び農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）の選任にあたって
　　�　農業委員及び推進委員の推薦・公募にあたっては、昨年 5月の農地中間管理事業法等の改
正により明確化された「担い手への農地の集積・集約化に向けた集落・地域での話し合い活
動への積極的な参加や個別相談への対応」など地域に密着した現場活動等の役割を募集要項
やホームページ等の地域住民に周知し、現場で積極的な活動を行うことができる方の応募・
推薦が活発となるよう、働きかけをしてください。

　⑵　女性の農業委員の方々の任命について
　　�　農業委員会法第 8条では、市町村長は、農業委員の任命にあたり、年齢・性別等に著しい
隔たりが生じないよう配慮することされている。また、政府の「第 4次男女共同参画基本計画」
では、農業委員における女性の登用ゼロからの脱却及び女性登用割合 3割を目指すとされて

Ⅹ　組織・事業の効率的な運営
　　当会議の運営及び事業推進を図るため、次の会議を開催する。
　１　通常総会（６月 22日：松本市）及び臨時総会（３月 25日：長野市）
　２　定時理事会（年２回）５月 26日：松本市　２月 15日：長野市
　３　常設審議委員会（毎月、原則 15日）
　４　監査会（年２回）６月・12月　長野市　
　５　正副会長会議（随時）
　６　市町村農業委員会長並びに事務局長合同会議
　７　会員組織との連絡会議
　８　その他業務運営に必要な会議

特集３
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農業委員会の改選に向けた対応について
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いることから、女性の応募・推薦が活発となるよう女性農業者や関係団体への働きかけをし
てください。

　⑶　農地利用最適化交付金の活用とそのための報酬条例の整備について
　　�　農業委員・推進委員の積極的な活動のインセンティブとするため、農地利用最適化交付金
が措置されているが、最適化活動の実績・成果を上げていくためにも本交付金を十分活用す
るとともに、活用する前提となる報酬条例の未整備市町村にあっては、次回の改選の時期に
合わせて整備するよう検討をお願いしたい。なお、長野県では、令和 2年 3月現在で 50 市
町村が整備済みとなっています。

　遊休農地対策を進める中で、非農地判断を積極的に取り入れている 7農業委員会事務局に取り
組み内容をお聞きしましたので、その概要をお伝えします。
非農地判断の取組みが進んでいない農業委員会は参考にしてください。

（概要）７農業委員会　約百筆から数千筆を農業委員会の判断で非農地判断している。

　1　取組みし始めた契機は？
　�　�　①平成 28年農地法改正で農業委員会判断で非農地判断ができるようになった、②再生して
も担い手がいない・見込みがない遊休農地を整理したかった、③山林化した山中・山際の遊
休農地を整理したかった、③限られた人員 ( 委員・事務局 ) の仕事の優先順位を今ある守るべ
き優良農地を守ることに力を入れるため、④農地台帳を整備し実態と合わせたい　等

　２　メリットは？
　　�　①守るべき農地とその位置・面積が明確になり様々な計画が立てやすくなった、②農家人
口が減少し耕作できない農地が増大する中、非農地判断してもしかたないと、農業委員・推
進委員の意識が変わった　等

　3　反省点は？
　　①登記官と事前打ち合わせが重要
　　　�　非農地判断の登記官と事前打ち合わせをしていなかったため、農業委員会で非農地判断

後に法務局に持ち込んだ際、登記官から「短期間で大量（ａは 150 筆、ｂは３千筆 ) の現
地確認作業ができない」と言われ、ａ委員会では「非農地判断した筆数を林地化が進んで
いないとの理由で約半数に減らされた」、ｂ委員会では「非農地判断した約半数の筆数を翌
年度扱いとされた」等の事例が発生。

　　　　両委員会担当者とも、「事前に登記官と筆数・時期等の打ち合わせが重要」と話す。
　　②筆間違いの発生
　　　�　複数の農業委員会では、当初数年間は活用した地図の精度が低く隣接する農地を非農地

判断するなどミスが多発した。このためｃ町農業委員会ではタブレットを導入し筆間違え
は解消。

非農地判断を積極的に活用し遊休農地対策に取組む農業委員会
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改善意見の提出

　長野県農業委員会ネットワーク機構（望月雄内会長）では、去る３月 13日に開催
した第 48回長野県農業会議常設審議委員会において、長野県知事に対する「令和元
年度農地等利用最適化推進施策に関する改善意見書」を決定し、直ちに長野県農政

部長に対し提出した。
　改善意見では、「実質化された人・農地プラン」の作成とその実現に向け、市町村段階や地域
などにおける課題に対する支援策として４項目を取りまとめた。
①�「人・農地プランを進めるための支援」として、プラン実質化とその実行に向け、県地域振
興局支援チームによる市町村ごとの進捗状況に沿ったきめ細かなサポートなど総合的な指導。
②�「プランを後押しする施策の充実」として、基盤整備事業など既存事業の大幅な要件緩和や
地域の農地特性等に応じた事業の実施、優先的な採択枠の確保等、実質化されたプランの実
現に向けた活動が継続・定着していくよう支援。
③�「地域における受け皿組織の育成」として、担い手が少ない地域でも、農地の維持に向けた
活動が活発化するよう、組織的な受け皿づくり等の事例や導入可能な取組の紹介など、すべ
ての地域で実質化されたプランの作成に向けた取組が進むよう支援。また、果樹地帯の実質
化されたプランのモデルづくりに向けた支援。
④�「関連事業の効果的かつ円滑な導入・実施」として、「人・農地問題解決加速化支援事業」の
必要額の確保や、集落の話合いの場での農地情報の提供など農地利用最適化を強化するため、
タブレットの導入及び運用に対する助成
などが盛り込まれている。
　この改善意見に対して、山本県農政部長は、「人・農地プランの実質化は、大変重要なことで
あり、今回の台風災害を振り返ってみても、復旧、復興に向けて、人・農地プランがしっかり
出来ていることが早期の営農再開に大変重要だと思っている。提言の内容をしっかり受け止め
させていただき、県内のすべての市町村でしっかり取り組めるよう関係機関とも協力しながら
進めていきたい。また、国に対して要請が必要なものはしっかり要請させていただきたい。」と
の回答をいただいた。

人・農地プラン実質化に係る地区別検討会を初めて県と農業会議が共催して開催

　「人・農地プラン」の実質化を推進するため、本年度初めて、長野県と長野県農業会議が共催
して、「地区別検討会」を前期と後期の２回実施した。第１回目は、８月から９月にかけて、県
内 10会場で、市町村担当者をはじめ、農業委員会事務局、県地域振興局農政課及び農地整備課、
農業改良普及センター等関係機関・団体の職員が出席して、実質化への取組状況や関係機関と
の連携状況、課題と対応について、意見交換を行った。
　第２回目は、１月から２月にかけて、取組はスタートしているが、特に支援が必要な 15市町
村を対象として、現地支援チームが開催する市町村や農業委員会事務局との推進会議（作戦会議）
に、県農村振興課及び農業会議が参加して、プランの実質化へ向けたアンケート・地図・話合
いによる将来方針の作成などの具体的な進め方などについて検討を行った。

活動報告
activity report
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（一社）長野県農業会議第 4回臨時総会　講演　概要（令和２年３月 25日）

　　　　演　題

　　　　「集落を消滅の危機から救う「自給家族」」
　　　　～「おいでん・さんそんセンター」の学びから～

　　　　　　　　　　　　　　　　　
講師　一般社団法人押井営農組合（愛知県豊田市）

代表理事　鈴木　辰吉氏

　私が住んでいる地区（愛知県豊田市の合併前の旧旭町）は、典型的な山村地域である。前職
の市役所総合企画部長時代に、過疎対策として、「おいでん・さんそんセンター」を立ち上げた。
このセンターは、いなかとまちをつなぐ “プラットホーム ”で、都市と山村の持つお互いの強
みを生かし、そして、弱みを補う中間支援組織である。
　人と人、いなかの人とまちの人、地域と団体・企業がつながることで、農村に元気を呼びも
どそうと市の委託を受けて様々な事業を展開している。
　具体的には、いなかとまちの交流コーディネート活動や、いなか暮らし総合窓口の仕事を行っ
ているほか、自主的な事業として６つの専門部会を作り「支え合い社会」の研究・実践活動を行っ
ている。
　─�いなかとまちの交流でWIN・WINの関係を築く�─
　いなかとまちの交流コーディネート事業は、センターがマッチングすることで、いなかとま
ちが繋がり、地元農家と大手企業などがタイアップして様々活動を展開している。
　その一つの事例、名古屋市の人材派遣会社の「man�to�man( 株 )」は、企業研修の一環で 4,000
㎡の耕作放棄地を活用した農業体験活動を行っている。人材育成に熱心で、若手社員に手をあ
げてもらい、チームを作って何をやるか企画してもらった。消滅しそうな営農組合とタイアッ
プして、「元気 Farm」を設立し、地元農家とともに農業生産活動や収穫イベントを行っている。
サテライトオフィスも設置して遠隔地でのテレワークも可能となり、田舎で農業をしながら、
若手職員のスキルアップにつながっている。この中には、ペルーやブラジルからの外国人も多い。
農村に活力が戻りお互いにハッピーになれる仕組みだ。
　二つ目のコーディネート事例としては、カレーハウスのCoCo 一番を展開する名古屋市の企
業の（株）ワイズ、地元の足助高校、獣肉処理施設を運営する（株）山恵共同開発がタイアップ
した「とよた里山鹿肉カレーの販売」である。足助高校の生徒がパッケージキャラクターをデ
ザインし、獣肉処理加工施設、大手企業がコラボして実現できた。獣肉利用の促進による地域
資源の活用に加え、地元高校生や地域住民や関係団体を巻き込み、地域活性化の成功事例として、
内閣官房及び農林水産省が選ぶ「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の優良事例に選定された。
　三つ目のコーディネート事例としては、「トヨタ生協農業体験プログラム」である。トヨタ自
動車の生協組合員のサービス事業、ＣＳＲ（社会貢献事業）の一環として行っている農業体験ツ
アーで、トウモロコシの収穫、原木シイタケの収穫、自然薯おろし体験などを行っている。組
合員の家族も参加できるので、子供たちの食育活動にも貢献している。

　もう一つのセンターの大きな活動としては、空き家を活用した移住促進活動である。「いなか
暮らし総合窓口」を設置して、年平均 79 世帯が都会から移住している。移住者は 30 ～ 40 代
が６割を占める。移住の決め手は空き家で、I ターン者の暮らしを公開する「暮らしの参観日」
や空き家に注目を集めるための取組みとして「空き家片づけ大作戦」なども行っている。移住
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促進の取組みは、長野県の阿智村の事例も参考にさせていただいた。

　3つ目の活動の柱は、「支え合い社会」の研究・実践活動である。地域スモールビジネスの研
究、山村起業の支援、森の健全化に向けた「健康診断」、「半農半林塾」開催などを行っている。
食と農の活動は阿智村から学んでいる。

　─�センターの取組みから見えてきたことは�─
　人は、「つながる」ことでかなりの問題が解決できる。移住者を受け入れて、山村地域の持続
化が可能となった。都市は都市らしく、山村は山村らしく磨き上げることがポイントだ。今まで
山村は、都市に近づける対策をとってきたことで失敗してきた。都市の生活者は都市生活に不
安を感じ、山村の暮らしに憧れている。アンケートすると、
９割近くが、自然の中で暮らしたい。便利さを追求するの
でなく、田舎暮らしを売りにすることが大事でないか。つ
ながりを持つことで消費が生まれる。経済ファーストから
人・地球ファーストへの転換が重要だ。これが 2015 年国
連サミットで決定したＳＤＧＳ（持続可能な開発目標）の
理念にもつながることで、当センターでも実践している。

　─�押井営農組合の活動�─
　押井町は、27世帯、人口 84人のいわゆる限界集落である。縄文遺跡もあり、3000 年にわたっ
て人の営みがあり、土地に根差した自給自足生活が行われていた。ここ 50年間で消滅に向かい
始め、30年後には、人口がゼロになる推計だ。お金が全ての価値となり、農村人口が都市へ流出し、
1955 年に都市と農村の人口が入れ替わってしまった。
こうした中で、耕作放棄地の増大が懸念され、集落の存続に危機感を感じ、平成 12年度から中
山間直接支払制度に取り組んだ。耕作放棄地や獣害対策、水路・農道の共同維持管理などを集
落が一体となって取り組み、これにより「集落の農地を地域で守る意識」が強くなった。
この取り組みが契機となり、集落営農組織として、平成 23年に「押井営農組合」を立ち上げる
こととなった。組合員は 27 戸ですべての地権者が加入しており、機械を共同利用し、約 10ha
の農地で水稲を中心に栽培。従業員 7人は、すべてＩターン者で季節雇用者だ。平成 31年 1月
に一般社団法人に組織変更し、ライスセンターや保冷庫も整備した。

　─「地域まるっと中間管理方式」の導入で永続的な農地の有効利用を実現�─
　組合自らが農地の利用権を持てるように、法人化の検討を行った。当初は、農事組合法人も
検討したが、一般社団法人を選択した。それは法律の手続きで一番簡単で、非農家や企業でも
会員になることができるゆるい共同体であり、中山間直接支払いや多面的機能支払い等の取組
みを一体的に運営できるメリットがあるからだ。
　その上で、集落内の農地管理の仕組みとしては、愛知県農地中間管理機構の前理事長である
可知祐一郎氏が進めている「地域まるっと中間管理方式」を導入した。
　この仕組みは、全農地を「県農地中間管理機構」に預けてもらい、その農地をこの法人がす
べて借り受ける。その中で、集落内の個々の農家の多様なニーズに対応し、後継者があるなど
自作を希望する農家、後継者がいなくても当面本人が農地を管理する農家には、「特定農作業委
託契約」を締結し、経営権を渡す。仮に、特定農作業受託契約を結んだ後、自作する農家が高
齢化等により、農業を継続できくなった場合には、自動的に、法人に農地が一旦戻り、その後、

講演する鈴木辰吉代表理事
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法人直営にするか、あるいは、他の自作希望者に移すことができるので、何があっても農地は、
決して耕作放棄にならない仕組みである。（フロー図参照）

　─�誰もが損も得もしない、みんなが少し幸せになる「自給家族」─
　当組合では「自給家族」という仕組みを作っている。「自給家族」とは、組合と消費者が「一
つの家族」となって、自分たちが食べるお米を自給しながら交流することで、双方が豊かになる
取り組みだ。棚田オーナー制度のようなもので、契約者は、組合と 3年から 10年の長期栽培契
約を結んでいただき、栽培に必要な経費、玄米 1俵（60㎏）あたり 3万円を年ごとに前払いで
負担。特別栽培米である「ミネアサヒ」を作付けし、収穫したお米は、組合の大型保冷庫で保管し、
10㎏単位で必要な量を必要な時期にお届けするシステムだ。これにより持続可能な生産活動が
可能となり、消費者にとっても安全で安心なお米を確実に手に入れることができる。センター
の活動で得られた都市と山村が結びつく取組みを押井営農組合でも実践している。ポイントは、
ゆるゆると楽しんで集落を守ることである。� （終わり）

長野県農業委員会女性協議会活動について
　長野県農業委員会女性協議会は、令和２年１月 21日に安曇野市で農業委員会長や女性の農業
委員及び農地利用最適化推進委員等 90名を参集し、農業委員会への女性登用促進に係る要請決
議及び研修として人・農地プラン実質化に係る講演会を行いました。

【女性登用促進に係る要請決議について】
　「女性の農業委員及び農地利用最適化推進委員の登用
に向けた要請書」の内容について決議しました。この要
請については、長野県農業委員会協議会長と長野県農業
委員会女性協議会長の連名で令和２年１月 29 日付けで
全市町村の市町村長、市町村議会議長及び市町村農業委
員会長宛てに発出しており、女性委員が連携して活躍し
やすい環境を整えるために、複数名登用を目標に掲げる
ことや、今まで以上に農業委員会への女性登用を要請し
たものです。

決議時の様子。
　決議の実現に向け、両協議会を代表してあ
いさつする長野県農業委員会協議会小島誠前
会長（写真右）、長野県農業委員会女性協議会
古沢明子前会長（写真左）

など自作を希望する農家、後継者がいなくても当面本人が農地を管理する農家には、「特定

農作業委託契約」を締結し、経営権を渡す。仮に、特定農作業受託契約を結んだ後、自作す

る農家が高齢化等により、農業を継続できくなった場合には、自動的に、法人に農地が一旦

戻り、その後、法人直営にするか、あるいは、他の自作希望者に移すことができるので、何

があっても農地は、決して耕作放棄にならない仕組みである。（フロー図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―誰もが損も得もしない、みんなが少し幸せになる「自給家族」― 

 

 当組合では「自給家族」という仕組みを作っている。「自給家族」とは、組合と消費者が
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年ごとに前払いで負担。特別栽培米である「ミネアサヒ」を作付けし、収穫したお米は、組

合の大型保冷庫で保管し、１０㎏単位で必要な量を必要な時期にお届けするシステムだ。こ

れにより持続可能な生産活動が可能となり、消費者にとっても安全で安心なお米を確実に

手に入れることができる。センターの活動で得られた都市と山村が結びつく取組みを押井

営農組合でも実践している。ポイントは、ゆるゆると楽しんで集落を守ることである。      

（終わり） 
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◆�農業者年金の加入状況
　令和元年の農業者年金の加入は 111 人で、基金設定目標が 109 人に対し、達成率 101.8％に
なりましたが、長野県独自設定目標 142 人に対しては達成率 78.2％に留まりました。

３ヵ年強化運動達成市町村！
小海町 北相木村 上田市 富士見町 伊那市
駒ヶ根市 箕輪町 飯島町 南箕輪村 宮田村
飯田市 高森町 根羽村 豊丘村 塩尻市
朝日市 池田町 白馬村 坂城町 飯綱町
飯山市 山ノ内町 木島平村 栄村

　本年度は、３カ年運動の最終年度となります。
　加入要件は①年間 60日以上農業に従事する②国民年金の第１号被保険者（国民年金の保険料
納付免除者を除く）で③ 60歳未満の方が加入できますので、加入資格のある方全員に説明をし
よう！

【講演要旨】
　講演では、合同会社小滝プラスの代表社員である樋
口正幸氏に人・農地プラン実質化の先進事例として
「300 年後に集落を引き継ぐ～震災から始まった魅力
ある集落づくり～」と題して講演いただきました。
□平成 23年３月 12日３：59長野県北部地震発生
　�　栄村小滝集落では平成 23 年３月 11 日の長野県
北部地震により甚大な被害を受け、農地への被害も
大きく、平成 23 年は３割のみの作付けしか出来な
い状況となり、住民皆が家に戻れたのは震災から１年９か月後となった。
□長野県北部地震を機に栄村役場を退職「ピンチはチャンスである」として集落をまとめ上げた
　�　皆が戻った後平成 24 年 12 月１日を小滝復興へのスタートを切る記念日として「楽しく・
暮らしやすい小滝にしよう」とし、復興を始めた。
□人・農地プラン実質化の先進事例
　�　住民一人一人の願いをワークショップ形式で出し合うなど、地域の話合いを進め、平成 25
年 10 月 22 日に「小滝震災復興計画」を策定し、将来ビジョン・基本方針を明確化した。
◎基本方針
　①�あきらめない積極的な発想による暮らしやすい環境整備
　②地域資源の見直しと活用
　③集落以外の人々との交流活動
□人・農地プランの実行の先進事例
　�　平成 27年７月に復興計画の基本方針に取り組む合同会社小滝プラスを設立した。合同会社
小滝プラスは集落全13戸と集落外１戸の計14戸で構成しており、農地中間管理事業を活用し、
小滝集落内農地約６ha を機構に貸付け、合同会社小滝プラスが借り受け、機構集積協力金の
交付を受け、事業展開するなど、集落ぐるみの米づくりが行われている。
　�　集落以外の人々との交流を通して「小滝米」をワインボトルに詰めた「コタキホワイト」、「コ
タキフレンド」（栄村内）を商品化し、様々な賞を受賞するヒット商品とするなど、成果を挙
げている。

合同会社小滝プラス樋口正幸代表社員による講演
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�「全国農業新聞」購読のお願い 

　令和２年度は、県内 77農業委員会のうち 47農業委員会が改選を迎えます。
　ここで退任となります農業委員・農地利用最適化推進委員さんには、在任中、情報提供活動
の柱である全国農業新聞の普及と購読に感謝申し上げます。
　今後とも、農業委員会の良き相談役として、地域リーダーとして、本紙の継続購読につきま
してもご理解とご協力をお願い申し上げます。
　また、ここで就任された委員さんには、「人と農地」に関する情報、全国の農業委員会の活
動情報が豊富で、農業委員会組織紙である全国農業新聞を活用しての農業者等への情報提供活
動、また本紙の購読にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
　まずは、農業委員・農地利用最適化推進委員さん全員に購読をお願いしております。よろし
くお願いします。

　令和 2年 4月 1日付けで県からの派遣職員として農政・農地
部長に着任しました篠原亘です。
　出身は南佐久郡小海町です。これまで、主に普及指導員とし
て現地活動と園芸畜産課で生産振興に携わって来ました。農業
委員会の活動を早く理解し、活動のお手伝いができるよう精一
杯努めてまいりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたしま
す。

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
T E L　026-217-0291
	 026-217-0292
FA X　026-219-2953
E-mail：nagano-kaigi@nca.or.jp
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