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農業委員会法改正５年後調査の結果概要について

１　調査の目的等
　本調査は、（一社）全国農業会議所が調査主体となり、農業委員会制度発足以来の大改革となっ
た平成 28年の改正農業委員会法の施行から５年目を迎え、制度改正により農業委員会の活動や運
営にどのような効果が生じたか把握するとともに、法改正に伴う課題等を把握し、今後の改善に
向けた取り組みに資するよう全農業委員会を対象に調査を実施した。

２　調査結果の概要
　本調査は、令和２年 10月現在を調査時点とし、農業委員会制度の改正点や農地利用最適化活動
など 14項目について、複数回答方式により実施し、県内 77の全農業委員会から回答いただきま
した。以下主な項目について、回答の多かった上位３項目についてまとめた。

　⑴　農業委員会制度の改正点について
　　①　農業委員の選任方法（公選制から選任制への移行）
　　　�　評価できる点については、「選挙人名簿の調整がなくなった」（56％）と最も多く、「幅広

い人材が登用されるようになった」（43％）と続き、逆に、課題となっている点は、「選任
にあたり地域や団体への推薦手続きなどに時間と労力を要している」（71％）が最も多く、�
「定数に満たないときの掘り起こしに時間と労力を要している」（49％）、「農業委員の位置
づけが低下と捉えられる」（18％）と続き、全国的な傾向と同じであるが、全国調査では、「定
数超え時の選考手続きに時間と労力を要している」（28％）が３番目に多かった。

　　　�　また、制度改正や運用改善の要望では、「選考手順の要件を緩和してほしい」（39％）が
最も多く、「各地区から委員を選出できる仕組みを創設してほしい」（29％）と続いている。

　　②　認定農業者の過半要件について
　　　�　評価できる点については、「認定農業者等の担い手の考えや視点が活動に反映されるよう

になった」（22％）、「農業委員の若返りが進んだ」（12％）と続き、逆に課題となっている
点については、「認定農業者が少ない・いない」（65％）が最も多く、「農業経営が多忙なた
め活動が制限される」（38％）、「農業経営が多忙なため就任を断られる」（38％）が同数で
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続いている。
　　　�　また、制度改正や運用改善の要望では、「過半要件を緩和してほしい」（70％）が最も多く、

「認定農業者と見なす者を緩和してほしい（特例要件の本則化）」（49％）と続いており、現
制度の改善を強く望む委員会が多かった。（図１）

　図１：認定農業者過半要件に対する制度改正等の要望

　　③　推進委員の設置について
　　　�　評価できる点については、「現場活動が強化された」（24％）、「委員総数が増加した」

（21％）、逆に課題となっている点は、「農業委員と明確な役割分担ができない」（71％）と
最も多く、「推進委員の役割が地域に浸透しておらず活動がしにくい」（32％）、「役割が不
明確で分からない」（29％）と続いている。

　　　�　また、制度改正や運用改善の要望では、図２のとおり「議決権を持たせてほしい」（54％）
と最も多く、「業務と役割を明確にしてほしい」（41％）、「設置を任意にしてほしい」（34％）
と続き（図２）、全国的な傾向もほぼ同じであるが、全国調査では「農地利用最適化交付金
を使いやすくしてほしい」（29％）とする回答が２番目に多かった。

　図２：推進委員の設置に関する制度改正等の要望

　⑵　農地利用の最適化活動について
　　①　農地の集積・集約化について
　　　�　現在、取り組んでいる活動については、「農地所有者の意向把握調査」（66％）が最も多く、

続いて「農地の利用調整やマッチング活動」（60％）、「集落座談会へ農業委員・推進委員と
して参加」（44％）と続いている。課題となっている点は、「担い手が不足している」（86％）
と最も多く、「中山間地域のため農地の集積・集約化が進まない」（60％）、「新型コロナウ
イルスにより活動が行えない」（38％）と続いている。また、制度改正や運用改善の要望で
は、「担い手以外でも農地を維持するための支援をしてほしい」（68％）が最も多く、「中山
間地域など農地集積・集約化が難しい地域に対する支援措置を強化してほしい」（55％）、「担
い手への支援措置を強化してほしい」（53％）と続いている。

傾向もほぼ同じであるが、全国の調査結果では「農地利用最適化交付金を使いやすくしてほしい」 

（２９％）とする回答が２番目に多かった。 

 

  図２：推進委員の設置に関する制度改正等の要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）農地利用の最適化活動について 

  ① 農地の集積・集約化について 

    現在、取り組んでいる活動については、「農地所有者の意向把握調査」（６６％）が最も多く、続 

いて「農地の利用調整やマッチング活動」（６０％）、「集落座談会へ農業委員・推進委員として参  

加」（４４％）と続いている。課題となっている点は、「担い手が不足している」（８６％）と最も 

多く、「中山間地域のため農地の集積・集約化が進まない」（６０％）、「新型コロナウイルスにより 

活動が行えない」（３８％）と続いている・また、制度改正や運用改善の要望では、「担い手以外で 

も農地を維持することがための支援をしてほしい」（６８％）と最も多く、「中山間地域など農地集 

積・集約化が難しい地域に対する支援措置を強化してほしい」（５５％）、「担い手への支援措置を 

強化してほしい」と続いている。 

 
  ② 遊休農地対策について 
    現在、取り組んでいる活動については、「農地パトロール活動（利用状況調査）」（９７％）と最 

も多く、続いて「利用意向調査」（９７％）、「非農地通知の発出」（４４％）と続き、法令業務であ 
る利用状況調査については、「タブレット端末による利用状況調査の活用」（２１％）と含めると、 
全ての農業委員会で実施している。課題となっている点については、集積・集約化活動と同様に、 
「担い手が不足している」（８１％）と最も多く、「所有者が高齢のため解消できない」６９％）、 
「中山間地域の対応策がない」（５３％）と続いている。 

    また、制度改正や運用改善の要望では、「非農地判断の基準を明確化してほしい」（４７%）と最 
も多く、「補助事業からのタブレットやドローンへ支出できるようにしてほしい」（４３％）、「利用 
意向 調査で機構への貸付を希望した場合は、すべて機構が借り受けるよう義務付けしてほしい」 
（３９％）と続き、全国的な傾向もほぼ同様であるが、全国の調査結果では「荒廃農地調査を利用 
状況調査に統合一本化してほしい」（３７％）が２番目に多かった。 

 
図３：遊休農地対策に関する制度改正や運用改善の要望 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

３ 国の５年後見直し検討の今後の動き 

  改正農業委員会法施行５年後検証については、昨年７月１７日に閣議決定された「規制改革実施計
画」に基づき、令和３年４月を目途に検討・結論を得ることになっている。農林水産省では、令和３年
４月以降、その結果に基づき必要な措置を講じていく予定になっている。 
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特集１ 

1 調査の目的等 

本調査は、（一社）全国農業会議所が調査主体となり、農業委員会制度発足以来の大改革となった平成
２８年の改正農業委員会法の施行から５年目を迎え、制度改正により農業委員会の活動や運営にどのよ
うな効果が生じたか把握するとともに、法改正に伴う課題等を把握し、今後の改善に向けた取り組みに
資するよう全農業委員会を対象に調査を実施した。 

 

２ 調査結果の概要 

 本調査は、令和２年１０月現在を調査時点とし、農業委員会制度の改正点や農地利用最適化活動など
１４項目について、複数回答方式により実施し、県内７７の全農業委員会から回答いただきました。以下
主な項目について、回答の多かった上位３項目についてまとめた。 

（１）農業委員会制度の改正点について 

  ① 農業委員の選任方法（公選制から選任制への移行） 
    評価できる点については、「選挙人名簿の調整がなくなった」（５６％）と最も多く、「幅広い人材が

登用されるようになった」（４３％）と続き、逆に、課題となっている点は、「選任にあたり地域や団体
への推薦手続きなどに時間と労力を要している」（７１％）が最も多く、「定数に満たないときの掘り起
こしに時間と労力を要している」（４９％）、「農業委員の位置づけが低下と捉えられる」（１８％）と続
き、全国的な傾向と同じであるが、全国の調査結果では、「定数超え時の選考手続きに時間と労力を要
している」（２８％）と３番目に多かった。 

    また、制度改正や運用改善の要望では、「選考手順の要件を緩和してほしい」（３９％）が最も多    

く、「各地区から委員を選出できる仕組みを創設してほしい」（２９％）と続いている。 

  ② 認定農業者の過半要件について 

    評価できる点については、「認定農業者等の担い手の考えや視点が活動に反映されるようになっ   

た」（２２％）、「農業委員の若返りが進んだ」（１２％）と続き、逆に課題となっている点について 

は、「認定農業者が少ない・いない」（６５％）が最も多く、「農業経営が多忙なため活 

動が制限される」（３８％）、「農業経営が多忙なため就任を断られる」（３８％）と同数で続いてい 

る。 

    また、制度改正や運用改善の要望では、「過半要件を緩和してほしい」（７０％）が最も多く、「認  

定農業者と見なす者を緩和してほしい（特例要件の本則化）」（４９％）と続いており、現制度の改  

善を強く望む委員会が多かった。（図１） 

 

図１：認定農業者過半要件に対する制度改正等の要望 

    

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 推進委員の設置について 

   評価できる点については、「現場活動が強化された」（２４％）、「委員総数が増加した」（２１％）、 

逆に課題となっている点は、「農業委員と明確な役割分担ができない」（７１％）と最も多く、「推 

進委員の役割が地域に浸透しておらず活動がしにくい」（３２％）、「役割が不明確で分からない」 

（２９％）と続いている。 

    また、制度改正や運用改善の要望では、「議決権を持たせてほしい」（５４％）と最も多く、「業 

務と役割を明確にしてほしい」（４１％）、「設置を任意にしてほしい」（３４％）と続き、全国的な 
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　　②　遊休農地対策について
　　　�　現在、取り組んでいる活動については、「農地パトロール活動（利用状況調査）」（97％）

が最も多く、続いて「利用意向調査」（97％）、「非農地通知の発出」（44％）と続き、法
令業務である利用状況調査については、「タブレット端末による利用状況調査の活用」が
21％と回答があった。課題となっている点については、集積・集約化活動と同様に、「担い
手が不足している」（81％）が最も多く、「所有者が高齢のため解消できない」（69％）、「中
山間地域の対応策がない」（53％）と続いている。

　　　�　また、制度改正や運用改善の要望では、図３のとおり「非農地判断の基準を明確化して
ほしい」（47%）が最も多く、「補助事業からタブレットやドローンへ支出できるようにし
てほしい」（43％）、「利用意向調査で機構への貸付を希望した場合は、すべて機構が借り受
けるよう義務付けしてほしい」（39％）と続き（図３）、全国的な傾向もほぼ同様であるが、
全国調査では「荒廃農地調査を利用状況調査に統合一本化してほしい」（37％）が２番目に
多かった。

　図３：遊休農地対策に関する制度改正や運用改善の要望

３　国の５年後見直し検討の今後の動き
　改正農業委員会法施行５年後検証については、昨年７月 17 日に閣議決定された「規制改革実
施計画」に基づき、令和３年４月を目途に検討・結論を得ることになっている。農林水産省では、
令和３年４月以降、その結論を踏まえ必要な措置を講じていく予定になっている。

新型コロナ禍における活動状況について

１　農業委員会の取組状況（改正法５年後調査の結果から）
　新型コロナウイルス感染症に対応し、県内の農業委員会では、様々な工夫をしながら活動して
いる。昨年 10月に実施した農業委員会法改正５年後調査で、総会の運営において工夫している点
について聞いたところ、「広い会場を借りて開催している・した」が46委員会（60％）で最も多く、「感
染に気をつけつつ通常どおり開催」が 38 委員会（49％）、「事前に議案を配る等の工夫をして短
時間で開催している・した」が 27委員会（35％）となっている。また、本県では「オンライン（Web）

傾向もほぼ同じであるが、全国の調査結果では「農地利用最適化交付金を使いやすくしてほしい」 

（２９％）とする回答が２番目に多かった。 

 

  図２：推進委員の設置に関する制度改正等の要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）農地利用の最適化活動について 

  ① 農地の集積・集約化について 

    現在、取り組んでいる活動については、「農地所有者の意向把握調査」（６６％）が最も多く、続 

いて「農地の利用調整やマッチング活動」（６０％）、「集落座談会へ農業委員・推進委員として参  

加」（４４％）と続いている。課題となっている点は、「担い手が不足している」（８６％）と最も 

多く、「中山間地域のため農地の集積・集約化が進まない」（６０％）、「新型コロナウイルスにより 

活動が行えない」（３８％）と続いている・また、制度改正や運用改善の要望では、「担い手以外で 

も農地を維持することがための支援をしてほしい」（６８％）と最も多く、「中山間地域など農地集 

積・集約化が難しい地域に対する支援措置を強化してほしい」（５５％）、「担い手への支援措置を 

強化してほしい」と続いている。 

 
  ② 遊休農地対策について 
    現在、取り組んでいる活動については、「農地パトロール活動（利用状況調査）」（９７％）と最 

も多く、続いて「利用意向調査」（９７％）、「非農地通知の発出」（４４％）と続き、法令業務であ 
る利用状況調査については、「タブレット端末による利用状況調査の活用」（２１％）と含めると、 
全ての農業委員会で実施している。課題となっている点については、集積・集約化活動と同様に、 
「担い手が不足している」（８１％）と最も多く、「所有者が高齢のため解消できない」６９％）、 
「中山間地域の対応策がない」（５３％）と続いている。 

    また、制度改正や運用改善の要望では、「非農地判断の基準を明確化してほしい」（４７%）と最 
も多く、「補助事業からのタブレットやドローンへ支出できるようにしてほしい」（４３％）、「利用 
意向 調査で機構への貸付を希望した場合は、すべて機構が借り受けるよう義務付けしてほしい」 
（３９％）と続き、全国的な傾向もほぼ同様であるが、全国の調査結果では「荒廃農地調査を利用 
状況調査に統合一本化してほしい」（３７％）が２番目に多かった。 

 
図３：遊休農地対策に関する制度改正や運用改善の要望 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

３ 国の５年後見直し検討の今後の動き 

  改正農業委員会法施行５年後検証については、昨年７月１７日に閣議決定された「規制改革実施計
画」に基づき、令和３年４月を目途に検討・結論を得ることになっている。農林水産省では、令和３年
４月以降、その結果に基づき必要な措置を講じていく予定になっている。 
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feature articles
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等で集まらずに開催している」と回答した委員会はないが、全国では 11委員会でこの方式により
行われている。オンライン（Web）等での開催の課題としては、「委員の操作に不安がある」、「機
器や設備などが整っていない」、「セキュリティの問題」と答えた委員会が多かった。

　◆コロナ禍での総会運営で工夫していること（長野県：77委員会複数回答）

２　農業会議における取組状況

　①　農政・農地部関係
　　�　本年は計画していた農政・農地部主催の研修会や検討会などは、新型コロナ禍により制限
されてた中での活動となりました。そうした中で、オンライン（WEB）による研修会や検
討会などの開催、また集合研修の場合は、コロナ対策を施した上での分散開催や個別対応に
加え農業委員会大会は人数制限したうえでの開催、他にも市町村への直接訪問による検討な
ど様々な工夫をしながら最大限効果的な活動を目
指しました。女性農業委員の関係では一部中止と
なってしまった研修会もありましたが、農業委員
会の協力を得て新型コロナ禍にあっては、可能な
限りの活動につなげることができました。

　　�　また、オンライン会議は、その内容によっては
集合して行うより効率的で効果的なものもあるこ
とが分かり、新型コロナ収束後にも生かせる成果
を得ることができました。

【令和２年度開催状況（農政・農地部関係）】
会議等名 開催状況 内容

農業委員会新任職員研修会 開催中止 適正な業務推進の参考資料を作成し提供し
た。

新任の農業委員及び農地利用最適
化推進委員研修会

県内４会場
と個別対応

８月に会場収容率３割程度の出席者数に調整
し県内４会場で開催した他、市町村に出向き
農業委員会制度等について説明した。

人・農地プランの実質化に向けた
農業委員会巡回訪問

９市町村を
訪問

７月に昨年の地区別検討会の対象市町村を訪
問し、取組状況や今後の進め方等について意
見交換。

オンラインによる研修会の開催

 

特集２ 新型コロナ禍における活動状況について 

 

１ 農業委員会の取組事例（改正法５年後調査の結果から） 

 

 新型コロナウイルス感染症に対応し、県内の農業委員会では、様々な工夫をし

ながら活動している。昨年１０月に実施した農業委員会法改正５年後調査で、総

会の運営において工夫している点について聞いたところ、「広い会場を借りて開

催している・した」が４６委員会（６０％）で最も多く、「感染に気をつけつつ

通常どおり開催」が３８委員会（４９％）、「事前に議案を配る等の工夫をして短

時間で開催している・した」が２７委員会（３５％）となっている。また、本県

では「オンライン（Ｗｅｂ）等で集まらずに開催している」と回答した委員会は

ないが、全国では１１委員会でこの方式により行われている。オンライン（Ｗｅ

ｂ）等での開催の課題としては、「委員の操作に不安がある」、「機器や設備など

が整っていない」、「セキュリティの問題」と答えた委員会が多かった。 

 

 ◆コロナ禍での総会運営で工夫していること（長野県：７７委員会複数回答） 

 

 

  

60%

49%

35%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

広い会場を借りて開催している・した

感染に気をつけつつ通常通り開催

事前に議案を配る等の工夫をして短時間で
開催している・した

(委員会数)
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農業委員及び農地利用最適化推進
委員研修会（長野県農業委員会大
会）

参加者は委
員の半数程
度とし時間
短縮し開催
706 人出席

11 月農地利用最適化活動に係る事例報告及
び講演を行った。
なお、コロナ対策に伴い出席できなかった委
員等関係者 865 人へ当日の資料を送付した。

農地利用最適化推進地区別検討会
WEB開催
延べ133人
参加

１月～２月にかけて県内すべての農業委員会
事務局職員を対象に、人農地プランの実質化
状況とその実践に向けた取組計画等について
検討し、情報共有等を図った。

利用状況調査（農地パトロール）
後の適正な事務処理に関する説明
会

WEB開催
延べ 50 人
参加

10 月、２日に分けて、農業委員会事務局を
対象に、遊休農地対策で農業委員会が行う事
務手続きについて説明した。

農地情報公開システム利用促進研
修会

ＷＥＢ開催
延べ 45 人
参加

10 月、２日に分けて、同システムの概要と、
本格運用の必要性等について説明した。

県農業委員会女性協議会研修会 開催中止
北信越ブロック女性農業委員会研
修会

令和３年度
に開催延期

全国の女性農業委員登用促進研修
会代替研修会

WEB開催
19人参加

12 月にオンラインで研修会を開催し、講演
を行った。

全国の女性農業委員会活動推進シ
ンポジウム WEB開催 ３月にオンラインでシンポジウムを開催し、

講演及び事例報告を行った。

　②　担い手・経営・年金部関係
　　�　担い手・経営・年金部は、計画していた担当者会議や業務推進会議が新型コロナ禍により
開催できなくなりました。そこで、関係資料を農業会議のWeb資料からダウンロードできる
ようにしました。その後、Zoomの導入により、映像をインターネットで発信できるようになっ
たことから、９月には農業者年金特別研修会を予定通り開催するとともに、会場とインター
ネットでの同時開催することができました。

　　�　新型コロナ終息後にも生かせる成果を得ることができました。

【令和２年度開催状況（担い手・経営・年金部関係）】
会議等名 開催状況 内容

農業者年金新任職員研修会 開催中止
制度の概要と事業の概要について資料を作成
し農業会議のWeb 資料からダウンロードす
る情報提供をした。

農業者年金業務推進会議 開催中止
令和２年度の農業者年金業務の実施内容につ
いての資料を作成し農業会議のWeb 資料か
らダウンロードする情報提供をした。

農業者年金特別研修会
９月に松本市
でZoomとの
同時開催

農業者年金基金、農林水産広報センター谷脇
修社長の特別講義を実施

農の雇用事業説明会・研修会、
研修生セミナー

６・９・11・
２月長野市で
Zoomとの同
時開催

農の雇用事業説明。
特定社会保険労務士による労務研修
研修生に対する農業の基礎研修、安全対策、
労務の改善など講義
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農の雇用事業研修内容現地確認
毎月、現地訪
問とWebによ
る面談

研修状況、労働条件の確認

新規就農相談等就農フェア
８月安曇野市
１月長野市、
現地とWebに
よる相談

求人を募集している農業法人等の出展
Webによる相談

新農業人フェア
７月東京
９月東京
11月大阪
２月東京

会場ブースにパソコンを置き、Web による
相談

農業者年金担当者会議 ３月Web開催 法改正や来年度事業説明

「農地・農業なんでも相談会」を開催

─ 新規就農希望者などの相談に応じる・山形村農業委員会 ─
　山形村農業委員会（会長＝中川英治）は、毎年 1月から３月までの農閑期の月 1回、夜間開庁
日に併せて、「農地・農業なんでも相談会」を開催している。
　この相談会は、農業委員会が行う農地利用最適化推進活動の一環として平成 29年度から取り組
んでいるもので、農地の売買、貸借の相談をはじめ、新たに村内で農業を始めたい人などの相談
に応じている。
　毎月の相談会には、14名の農業委員と４名の農地利用最適化推進委員が５～６名で班に分かれ
て対応し、寄せられた相談事項については、農業委員会全体で共有しその課題解決につなげている。
　昨年の相談会に市外から見えた新規就農希望者の対応では、農業委員の紹介で希望農地を取得
し、取得後も日常的な技術指導を農業委員から受けながら、この４月から本格的に営農を開始す
る予定となっている。
　今年の相談会は、新型コロナウイルス対策を講じた上で実施しているが、1月の相談会では、
ここ数年で一番多い 10名の相談者が訪れた。
　事務局では、「最近の傾向として農地の相続に関する相談が多いのが特徴。また、これまでは担
い手の希望に合う農地が少なかったが、この相談会
を開いたことで、出し手と受け手の情報が集まりや
すくなり、その後の貸借につながるケースもあった」
と話している。
　山形村では、独自の就農定着支援金交付事業や農
機具購入補助、農地流動化奨励金など、手厚い新規就
農者への支援事業を用意しており、農業委員会では、
村と連携し新規就農の促進活動に力を入れて活動し
ている。

写真は、２月26日に実施した相談会の風景

農業委員会の

活動事例
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第５回　長野県農業委員会大会・決議要請
　一般社団法人長野県農業会議及び長野県農業委員会協議会は、令和２年11月11日、
松本市のキッセイ文化ホールにおいて「第５回長野県農業委員会大会」を開催し、県
内の農業委員及び農地利用最適化推進委員など関係者 706 人が参加されました。

　今回の大会は、新型コロナウイルスの感染が続いているため、参加者は委員の半数程度とし十
分なスペースを確保し、開催時間も短縮するなど感染症対策を十分講じた上で開催しました。
　大会では、全国農業会議所の柚木専務理事の情勢報告「農業委員会をめぐる情勢と課題について」
をビデオで上映しました。
　「農地利用最適化の推進に関する要請決議」は、全員が集まることができないため、決議案を各
農業委員会で事前に検討・承認いただき、大会では、その内容を拍手で確認しました。
　後半は、現在進めている「人・農地プラン」を中心とした農地利用最適化活動をさらに進める
ための事例報告、講演が行われ、事例報告では「阿智村農業委
員会における農地利用最適化活動の取組」と題して、阿智村農
業委員会の内田会長から、続いて「地域の未来設計図を描く話
し合い方法」と題して、話合い活動の重要性と楽しく進める方
法・提案について、地方考夢員研究所の澤畑所長から講演いた
だきました。
　大会宣言は、諏訪地区農業委員会協議会の小島会長から朗読
説明があり、満場の拍手により採択されました。
　また、長野県農業会議の望月雄内会長と市川覚副会長、長野
県農業委員会協議会の清野信之会長は、令和２年 12 月９日、
県庁を訪れ、阿部守一知事、小池清県議会議長、小池久長同副
議長に対し、大会で確認した「農地利用最適化の推進に関する
要請」を行いました。
　阿部知事からは、令和元年の台風 19 号の農業委員会組織か
らの義援金に対するお礼と、「要請事項を県としてしっかりと
受け止め取り組んでまいりたい」と発言がありました。

長野県農業法人等就業フェア
　１月 16 日に長野市アクティーホールで、長野県農業就農フェアを
県、担い手育成基金、農業開発公社と共催し、求人を募集している
21農業法人等がブース（内On-line での参加３）で出展しました。
　来場者は 40 人となり、県内が 68％の 27 人、県外が 20％の８人、
Webが 12％の５人となりました。年齢別では、40代の 13人（33％）
が一番多く、20代８人（20％）、30代５人（13％）でした。
　参加者の満足度を聴いたところ、満足できたが 57％、まあまあだっ
たが 38％となりました。コロナ対策についても「安心できた」との
意見が寄せられ、コロナ禍の現状の中で、就業に継ながりそうと回答
した参加者が 11人となり、一定の成果をあげることができました。

コロナ対策を講じた上で開催された大会

阿部知事（右）に要請する望月会長

ブースを設置し、相談に応じて
いる様子

活動報告
activity report
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「農地利用最適化推進地区別検討会」を WEB 開催
農業委員会事務局職員など延べ 133 人出席

　一般社団法人長野県農業会議及び支部は、１月 27日から２月 22日にかけて「農地利用最適化
推進地区別検討会」をWEBにより開催しました。
　この検討会は、農業委員会の農地利用最適化活動を一層推進するため、特に、最適化活動の推
進基盤となる実質化された人・農地プランの作成とその実践に向けて、農業委員会ごとの課題及
び取組の情報共有と、今後一層の活動強化を図る目的で開催し、県内 10 地区に分け、77 農業委
員会の事務局職員を対象に、支部、県農村振興課の担当者など延べ 133 人に出席いただきました。
　多くの農業委員会では、「人・農地プラン」の事業主体である市町村をはじめ関係機関と連携を
図りながら取り組んでいるが、新型コロナウイルスの影響
を受けて、アンケート結果に基づく地図作成はできたが、
将来方針に係る地域の話合いができずに困っているなどの
意見が出されました。
　特に、検討会では、プラン作成が目的ではなく、プラン
を関係機関が一体となって実践していくことが目的である
ことと、そのための推進体制の整備と話合いを継続してい
くことが重要であることを確認し合いました。

農業委員会への女性の登用促進に係る要請活動の実施について
　長野県農業委員会女性協議会と（一社）長野県農業会議は、令和３年２月９日に木島平村、10
日に安曇野市、18日に上田市を訪問し、市町村長・市町村議会議長及び農業委員会長宛ての「農
業委員会への女性の登用促進に係る要請」を行いました。
　当日は、長野県農業委員会女性協議会の各支部長が出席するとともに、県担当課職員からも併
せて登用促進の依頼を行いました。
　木島平村では村長・農業委員会事務局長、安曇野市及び上田市では農業委員会長・事務局長に
ご対応いただきました。

WEBによる地区別検討会

左：日䑓木島平村長
右：沼田北信支部長（会長）

左：塩野﨑松本支部長
右：中島安曇野市農業委員会長

左：山嵜上田支部長
右：伊藤上田市農業委員会長
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新規参入・新規就農への支援
　（有）信州うえだファームでは、地域の農業を守るために、ＪＡ信州うえだの子会社として平成
12 年（2000 年）に設立されました。高齢化の進行にともなう担い手不足や耕作放棄地の増加な
どといった課題に、稲、野菜、果樹などの作物の栽培を担う、新規就農者育成に取り組んでいる。
　長野県農業会議では、農の雇用事業の窓口として、研修生として 28人を採択し、独立就農を支
援している。研修中は、研修期間中の生活費となる賃金の確保、
研修内容の状況、ハラスメントの有無などがないか等、研修生
の就業状況を確認している。研修生は、地域農業の担い手とし
て、新たに農業者になるため、約２年間の生活費が確保できる
直接雇用形態で独立できるよう研修をしています。研修期間中
は、農業会議の職員が５回の現地調査で、最低賃金以上の賃金
が支払われているか等、労働条件や研修の進捗状況を確認して
いる。研修生は、県外からの I ターン者も多いが、研修終了後
は地域の担い手として活躍しています。ただ残念ながら、研修
を通じて農業経営の厳しさや農作物の生産に不向きと判断し、
７人が研修を中止しています。

令和３年度農林・農業委員会関係予算（補正予算含む） 
の概要について

⑴　農林水産予算の概要について
　　─�コロナ対策、生産基盤強化、輸出対策、農地集積・集約化など９項目を重点�─

　政府は、昨年 12 月 21 日、令和３年度当初予算案を閣議決定し、１月 18 日から始まった通
常国会に提出しました。

　・�令和３年度政府予算の総額は、前年度当初比 3.8％増の 106 兆 6,097 億円で、当初予算段
階では、９年連続で過去最大を更新となっています。また、12 月 15 日に閣議決定した令
和２年度３次補正予算と一体的に進める「15ヵ月予算」の考えのもとで、最重要課題であ
る新型コロナウイルス感染症対策や菅政権が進めるデジタル社会・グリーン社会（脱炭素、
カーボンニュートラル）などの実現等に重点を置いた予算編成になっています。令和３年
度農林水産予算案の総額は、２兆 3,050 億円（対前年 59億円の減）で、令和２年度３次補
正予算を加えると、３兆 3,569 億円となり、コロナ禍でも揺るがない生産基盤強化や経営
安定対策の実施をはじめ、スマート農業の推進、農林水産物の輸出力強化、農地集積・集
約化、担い手確保・経営継承の推進など９項目を重点事項に掲げております。

　・�令和２年度３次補正予算の中では、コロナ対策として、園芸農家らの次期作を支援する「高
収益作物次期作支援交付金」は 1,343 億円が予算化されたほか、コロナで影響を受けた農

⃝ トピック
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林漁業者向けに最大 150 万円を補助する「経営継続補助金」が 571 億円確保され、（一社）
全国農業会議所が事業主体となって実施されます。

⑵　農業委員会関係予算について
　　─�農業委員会総会・研修等のオンライン化に向けたモデル事業が新規に予算化�─

　・�令和３年度農業委員会組織関係予算は、令和２年度と同様に「農地中間管理機構による農
地集積・集約化と農業委員会による農地利用の最適化」の中に位置づけられ、最適化活動
を進める機構集積支援事業費は 27 億 9,100 万円（対前年度２億 3,000 万円減）となりま
した。

　　�　減額の主な理由は、農地情報公開システム（全国農地ナビ）とデジタル地図を連携する
システム改修に必要な経費（11億 1,700 万円）が、令和２年度３次補正予算に回ったこと
によるもので、農業委員会においては、前年度並みの活動予算が確保されております。また、
令和３年度では、コロナ禍による農業委員会の総会や委員研修等をオンライン化（web 開催）
するためのタブレット経費（１億 6,000 万円）が新たに認められ、農業会議からモデルと
なる農業委員会にタブレット端末を貸し出して試行的に取り組むことになっております。

農業委員会組織関係予算（令和３年度予算・令和２年度３次補正予算）の概要

令和３年度予算概算決定額 令和２年度３次補正予算 ＜参考＞令和２年度予算概算決定額

機構集積支援事業
（27億9,100万円・対前年度2億3,000
万円減）
⑴　遊休農地の所有者の利用意向調査
⑵　所有者不明農地等の権利関係調査
⑶�　地域の話し合いのための地図作
成・所有者等の農地利用の意向調査
⑷　農業委員・推進委員の研修
⑸　農地情報システムの改修・維持管理
⑹　タブレット端末の整備　等

農林水産省共通申請サー
ビス（eMAFF）による
DXの推進のうち、
・�農地情報一元的管理加
速化事業（82 億円の
うち 11億 1,700 万円）
→農地情報公開システム
とデジタル地図及び共通
申請サービスと連携する
ための改修費

機構集積支援事業
（30億 2,100 万円）
⑴　遊休農地の所有者の利用意向調査
⑵　所有者不明農地等の権利関係調査
⑶�　人・農地プランの実質化に向けた
話し合い
⑷　農業委員・推進委員の研修
⑸�　農地情報システムの改修・維持管理

農業委員会交付金
（47億 1,800 万円・対前年度同額）

農業委員会交付金
（47億 1,800 万円）

農地利用最適化交付金
（51億7,600万円・対前年度1億3,100
万円増）

農地利用最適化交付金 ( 執行見込額 )
（50 億 4,500 万円）

都道府県農業委員会ネットワーク機構
負担金
（5億 2,300 万円・対前年度同額）

都道府県農業委員会ネットワーク機構
負担金
（５億 2,300 万円）

　※下線部は新規・補正分

　そのほか、関連予算としては、実質化された「人・農地プラン」に基づき、国と地方が一体�
となって、担い手の経営を継承し発展させる取り組みを支援（100 万円上限）する「経営継承・
発展等支援事業」が新規で 15億 300 万円が措置されました。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響で実質化が遅れている地域の活動経費等を盛り込ん
でいます。
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　一方、担い手対策予算では、「農業次世代人材投資事業」は、152 億 4,000 万円（対前年度
７億 6,600 万円減）、「農の雇用事業」は、43億 9,800 万円（対前年度２億 2,900 万円減）となっ
ていますが、令和２年度３次補正予算として、「新規就農者確保加速化対策事業」として、14億
4,000 万円が措置され、この中で、就職氷河期世代の新規就農と雇用就農支援を実施することと
しています。
　その就職氷河期世代の新規就農促進事業は、農業次世代人材投資事業（準備型）の仕組みと
ほぼ同じ仕組みで、30 代～ 40 代の就職氷河期世代の就農を後押しするため、研修期間に必要
な資金として、年間最大 150 万円を最長２年間交付することにしています。また、同じく 30代
～ 40 代の就職氷河期世代の雇用就農を促進するため、農業法人等が就農希望者を新たに雇用し
て実施する研修経費として、年間最大 120 万円を最長２年間助成することにしております。

農政・農地部の来年度の研修等についてのお知らせ

　農政・農地部では、令和３年度の研修会では、集合方式とオンラインによるものを組み合わ
せてより効率的で効果的なものとなるよう計画しています。
　事務手続きなどの説明を主とするものは、オンラインによる開催とし、短時間の内容で複数
回予定することで出席者のコスト低減と出席しやすさなど効率性を高めます。
　逆に、多くの内容についての研修や、集合することでお互
いの情報共有や意識向上につながるものは集合方式での開催
を考えています。
　また、新たな研修として、農業委員会事務局の皆様を対象
にオンラインを活用し、これまで農地相談のあった事例から
農地法を学ぶ各回短時間のセミナーをシリーズ的に開催する
予定です。
　ご意見ご提案があれば農政・農地部までご連絡ください。

令和２年度 農地等利用最適化推進施策に関する改善意見

　長野県農業委員会ネットワーク機構である一般社団法人長野県農業会議では、「令和２年度農
地等利用最適化推進施策に関する改善意見」について、３月 15日開催の常設審議委員会におい
て協議・決定し、同月 25日に開催する第５回臨時総会の席上、長野県知事あての改善意見書を
県農政部長へ手交することとしています。
　改善意見では、本年は特に、新規参入者の確保に係る農業委員会の活動が課題とされている
ことから、農業会議で新規参入した企業や農業者に対し聴きとり調査を行い、現場で求められ
ている内容を中心としています。
　改善意見の概要は、次のとおり。

こちら事務局です
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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
026（217）0292

026（219）2953

nagano-kaigi@nca.or.jp

発行日／令和３年３月 22 日　　編集／一般社団法人　長野県農業会議

住所

TEL

FAX

E-mail

１　プランの実質化への支援継続と、プランの実現に向けた一層の支援強化
　⑴　プランの実質化に向けた活動が継続している地域に対する支援の継続
　⑵　プランの実質化以降、プランの実現に向けた一層の支援強化
２　プラン実現に不可欠な新規参入者等の確保対策の強化
　⑴　長野県農業と支援措置のＰＲ強化
　⑵　長野県に就農を決める対策の促進
　⑶　受け皿組織への支援強化
　⑷　離農者の農業用施設等が有効活用される仕組みづくり
　⑸　樹園地の円滑な継承支援
　⑹　既存の支援措置の充実強化と継続実施
　⑺　新規参入者のネットワークづくりの推進

「全国農業新聞」を活用して農地利用の最適化を進めましょう！
　農業委員会の最大の使命である「農地利用の最適化」とは、“いま耕作されている農地を、
耕せるうちに、耕せる人につないでいく取組み ”のことです。
　そして、それを進めるための第一歩は、その必要性（意義）を地域の農業者に理解いただく
ことにあります。
　農業委員会組織では、組織で編集・発行する農業専門紙「全国農業新聞」を通じて、「農地利
用の最適化」を進める意義、制度、各地の取組み事例等を提供し、農地利用の最適化が地域み
んなの共通認識として進めていけるように活動展開しています。
　農業委員・農地利用最適化推進委員さんには、引き続き、「全国農業新聞」を活用しての「農
地利用の最適化」情報の提供活動をよろしくお願いいたします。


