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人・農地関連施策の動きについて
～法定化される人・農地プランと農業委員会の役割～

　全国的に農業者の減少と高齢化の加速的に進んでいる状況で、適切に利用されない農地が更に増加す
る恐れがあることから、この対応を強化するため、令和４年度から人・農地プランの法定化を柱とした
関連施策が見直されることになりました。これに向け、今国会に「農業経営基盤強化促進法」はじめ、「農
業委員会等に関する法律」を含め６本の改正案が提出されています。
　施策見直しの概要は、以下のとおりです。

１　人・農地プラン（以下、「地域計画」という。）の法定化

　人・農地プランは、継続的に取り組まれるべきものとして法定化され、市町村が、地域の農業者や農
業委員会、ＪＡ、土地改良区などの関係者による協議の場を設け、地域農業の将来のあり方や作付け品目、
担い手確保対策等を協議し、農業利用する区域と保全区域に分け、これを踏まえ、市町村が農業利用す
る区域の 10年後の地域農業の姿として目指す「地域計画」を策定します。
　この計画では、農地ごとに将来の耕作者を明確にする「目標地図」を描き、持続的な農地利用と農地
の分散錯誤を解消し集約の加速化を図っていくこととなります。
　農業委員会は、協議の場への参加、地域内農業者等の意向把握や受け手の情報収集により「目標地図
の素案」の作成にあたります。

２　農地中間管理機構を軸とした「目標地図」の実現

　農地の集積・集約に係る利用権設定について、市町村が作成する農地利用集積計画が、農地中間管理
機構（以下、機構という。）による農地利用集積・配分計画に一本化されます。
　これにより、機構を軸とし、農業委員会をはじめ関係機関がそれぞれの役割分担のもと、「目標地図」
の実現に向け地域に積極的な働きかけ等を行い、機構事業を活用して強力に貸借を進めます。この中で
農業委員会は、意向把握等で集収した情報を基に機構と連携を強め、農地の集積・集約化を図ります。
　施策の見直しは他にも、保全区域とした地域の農地における、人手をかけずとも荒れない粗放的管理
（放牧、鳥獣害緩衝帯、林地化等）の制度化、担い手の確保・育成など多岐にわたります。
　なお、法施行後、周知期間を含め３年程度の「地域計画（目標地図を含む）」の作成などにあてる準
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備期間が設けられており、令和７年３月末までに計画を策定し、令和７年度から計画実現に向けた取組
がスタートすることとなります。計画の実現には、スタートまでの準備期間における、市町村が主体と
なった協議の場での関係者との協議や、計画の策定活動が特に重要となります。
　農業会議では、法案の審議を注視するとともに、新たな取組について、県と連携し、農業委員会に対
するきめ細かなサポートを行っていく予定です。

新年度から最適化活動をもれなく記帳しましょう！
～農地等の利用の最適化の取組は、きめ細かな活動の記録から！～

　本年４月から、農地利用最適化推進委員及び最適化活動を行う農業委員（以下「推進委員等｣ という。）
の皆様には、これまでは記録していなかった日常活動を含め、活動内容をもれなく活動記録簿に記録い
ただくことになりました。お手数ですが、是非、ご協力をお願いいたします。
　これは、令和４年２月２日付けで、農林水産省経営局長から農業委員会に発出された最適化の推進等
に関する通知によるものです。
　この通知は、改正農業委員会法５年後見直しの検討を踏まえ、農業委員会の最適化活動に関するガイ
ドラインとして発出され、農業委員会が最適化活動を確実に実施し、その透明性を確保するため、①最
適化活動の成果目標及び活動目標を設定すること、②推進委員等はその活動をもれなく記録すること、
③最適化活動の目標に照らして年度末に活動を点検・評価・公表することなどを定めたものです。（通
知の主な内容は、次のページをご覧ください。）
　特にポイントとなるのは、これまでは記録していなかった「耕作に向かう途中での農地の見回り」や、
「畦道での農業者との農地に関する会話」などの推進委員等の日常活動を含め、活動内容をもれなく活
動記録簿に記録いただくことです。
　推進委員等の任期は３年であることから、前年度の取組を翌年に活かしていくことが大切です。また、
仲間の推進委員等の効果のあった取組を皆で共有し、実践していくことは活動の効果を更に高めていく
ための重要な取組となります。
　さらに、推進委員等の活動を内外に発信し、農地利用等の最適化の取組への関心を高め、地域に共感
の輪を広げていく意味からも記録は大変重要です。
　１年間、自分がどのような取組を行ったかを全て覚えておくことは難しいため、記録簿
に記帳し、活動の歩みを確実に残すようにしましょう。

＜4月から記録いただく内容＞
“ これまで記録してきた活動 ”
（総会・委員会全体の活動）

・農業委員会総会への出席
・利用状況調査の実施
・集落座談会への参加　など

プラス

＋

“ これまで記録しなかった活動 ”
（日々の活動）

・地域農地の見守り（耕作状況確認）
・近所の農家への声掛け（意向調査）
・農地相談（意向調査）　など
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R4.2.2　農水省経営局長通知「農業委員会による最適化活動の推進等について｣ の概要
第１�　農業委員会による最適化活動の目標設定、活動の記録、点検・評価の実施 等

- 2 -

R4.2.2 農水省経営局長通知「農業委員会による最適化活動の推進等について」の概要 

第１ 農業委員会による最適化活動の目標設定、活動の記録、点検・評価の実施 等 

第２ 推進委員と農業委員の役割分担、中立委員の選考等 

◆農業委員会は、毎年度、最適化活動に係る目標を設定 

（１）農業委員会の目標

目標項目 内容 

成果目標 

①農地の集積 

ア 都道府県が基本方針において設定した目標

を基に設定（長野県は６０％）

イ 農地利用最適化指針について、農地の集積に

係る目標を８０％以上に設定している場合は、

当該目標を基本に成果目標を設定

②遊休農地の解消 

・Ｒ３年度時点の遊休農地面積（緑：草刈り程度

のもの）を５年間で解消。

・Ｒ３年度時点の遊休農地面積（黄：基盤整備を

要するもの）の解消のための工程表の策定。

・新規発生する遊休農地を解消。

③新規参入の促進 
・新規参入者に貸付可能な農地（直近３年間の権

利移動面積平均の１割以上）を公表。

活動目標 

④活動日数と活動強化月間

の設定 

・各推進委員等が最適化活動を行う日数を設定

・活動強化月間を３ヶ月以上設定

⑤新規参入相談会への参加 
・都道府県等が実施する就農相談会に推進委員等

が１名以上参加 

（２）推進委員等の目標 

目標項目 内容 

①成果目標 ・農業委員会が担当区域毎に定めた（１）の成果目標

②活動日数目標 ・農業委員会組織における統一的な取組として設定（月１０日）

・農業委員会は、設定した目標を都道府県、農地バンク等に通知

○推進委員等は最適化活動の内容の記録簿に記録（農水省の様式に沿って会議所が統一的に作成）

２ 活動の記録 

○農業委員会は記録簿を基に推進委員等の最適活動の実施状況と目標達成状況を点検・評価

○農業委員会は点検・評価の結果を農業委員会ﾈｯﾄﾜｰｸ機構（農業会議）の確認を受けた上でホームペー

ジで公表(個人情報を除く）し、都道府県知事等を経由して国へ報告

３ 点検・評価・選考 

４ 公表・報告 

１ 目標設定 

○農業委員と推進委員の役割分担の明確化等を規定

○中立委員は、農業分野以外の視点を持った者を任命すること等を規定

第２　推進委員と農業委員の役割分担、中立委員の選考等
○農業委員と推進委員の役割分担の明確化等を規定
○中立委員は、農業分野以外の視点を持った者を任命すること等を規定
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農業委員会によるＤＸの推進について
～�衛星データとＡＩを活用した農地パトロール活動�～

　小布施町農業委員会（島津忠昭会長）は、衛星データと人工知能（ＡＩ）を使い、遊休農地などを調
べるシステム（アクタバ）を試験的に導入し、毎年実施する農地の利用状況調査（農地パトロール）な
どの効率化に取り組んでいます。
　このシステムは、兵庫県のサグリ㈱が開発したもので、
衛星写真から取得したデータを基にＡＩが農地の耕作状
況を判定した上で数値化し、耕作放棄地と思われる場所
がタブレットやスマートフォンの画面に表示されます。
それを基に耕作放棄地率が高い地点を重点的に調査する
ことで、委員は効率よく巡回調査ができます。また、農
地の利用状況調査の結果や写真データについてもシステ
ム上に登録できます。

　これまでの調査は、８月の炎天下の中、委員が紙ベースの地図を片手に遊休
農地の可能性のある田畑を一筆ずつ確認していましたが、農地の境界が地図で
分かりにくい場所もあり時間と労力がかかる作業でした。また、事務局のデー
タ集計も手間がかかっていましたが、システムの活用により、業務の効率化や
集計ミスの軽減にもつながります。
　昨年８月下旬には、委員らが町内の農地パトロールを行い、システムの実証
試験を行い、タブレットに表示された「耕作放棄地率」と実際の農地の荒れ具
合、位置が正確に反映されているかなどを確かめることができました。
　同農業委員会では、４年度以降も本格的な導入を目指して取り組んでいく予
定ですが、調査活動の効率化で生み出された時間を担い手の相談活動や遊休農
地の解消、農地集積の実践活動に充てられるのでないかと期待しています。

タブレット端末貸付事業による実施委員会の活動

〜 事例１　箕輪町：総会の Web 化、議案のペーパレス化 〜
　箕輪町農業委員会（鈴木健二会長）は、令和４年２月７日、会議ア
プリ（Zoom）を活用してオンラインを併用して総会を開催しました。
　これは、新型コロナウイルス感染症対策と業務の効率化を図るため
に初めて実施したもので、委員 22 人のうち、９人が自宅の通信機器
から参加し、13 人は総会の会場となった「産業支援センターみのわ」
で議事に参加しました。当日は、農地審議などを行い、通信や音声の
トラブルもなく円滑に議事を進めることができました。農業委員会法
の規定では、総会は委員の過半数出席で成立することになっており、書面決議は認められていない状況
です。こうした中で、県内でも新型コロナウイルス感染対策としてWeb開催を検討する農業委員会が多
くなっています。
　今回の箕輪町の取組は、本年度、農業会議が実施した「タブレット端末貸付事業」で貸与されたタブ�
レット端末機 22台を活用して実施したもので、昨年９月には町役場で８部屋に委員が分かれオンライン
会議を試験的に実施し、スムーズにできたことから今回の本格実施となりました。総会の審議の際に資

画面上に表示された赤い部分をタップすると耕作放棄地
率が表示される

タブレット端末を操作しながら
現地で確認する委員

農業委員会
の

活動事例
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令和３年度�農地等利用最適化推進施策�
に関する改善意見の提出

　長野県農業委員会ネットワーク機構・長野県農業会議
では、令和３年 10月 15 日に望月会長と市川副会長、　伊

藤副会長が県庁を訪れ、長野県知事あての「令和３年度農地等利用最適
化推進施策に関する改善意見書」を、小林安男農政部長に手渡し意見の
実現を要請しました（写真）。
　改善意見の項目は下記のとおりで、人・農地プラン実質化への支援継
続、利用状況調査・荒廃農地調査統合への対応、営農型太陽光発電施設
に係る農地法以外の課題等への対応等について、重点的に要請しました。
これに対し県からは、令和３年 12月 13 日付で、
１�「担い手への農地の集積・集約化」については、人・農地プランの予算確保と県現地支援チームによる
市町村への活動支援等を行う。

料を端末上で閲覧することで、議案のペーパレス化にもつながっています。
　オンラインで参加した委員からは、「最初は操作に苦戦したが、慣れてくれば非常に便利である」との
声も聞かれ、４年度からは、国の情報効率化支援事業を活用してタブレット端末を委員用に導入するこ
ととしており、総会以外にも現地調査活動などに活用していきたいとしています。

〜 事例２　軽井沢町：利用状況調査等の現地活動 〜
　農業会議では令和３年７月 30日に軽井沢町農業委員会（市村初仁
会長）に対し計 22台のタブレット端末の貸付を行いました。
　軽井沢町では、令和３年度にタブレットを２台購入しており、以
前より委員から農地パトロール時の紙媒体での調査だと紙への記入
及び場所の特定等に時間を要するため、タブレットを購入してほし
いとの要望があり、今回貸与を受けたタブレットも含めて利用状況
調査等に活用しました。
　タブレット端末のシステムはインターネットを利用するクラウド方式となっており、個人情報を除い
た地番図や農地情報をタブレットに入れています。
　システム上で委員が ID・パスワードを入力すると、写真のように画面に地番図や地図及び農地箇所に
ピンが表示され、GPS 機能で現在地も表示されてい
ます。また、パトロールを実施する地番も個別で検
索できることから場所の特定も容易になりました。
　また、現地において表示されているピンをクリッ
クすると耕作地、細分化された遊休農地等の色分け
された判定ボタンが表示され、委員が入力するだけ
で作業が完了することから、紙に記載して事務局に
提出していた従来の方法より期間が短縮し、省力化
となり、効率性が向上したとの意見がありました。

望月会長から要望書を受け取る小林農
政部長（右）

活動報告
activity report
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２�「遊休農地の発生防止・解消」については、利用状況調査活動に必要な予算確保を農業会議と連携して
国に要請するとともに、農業会議が把握した問題点を国につなぐなど改善に向けた努力を行う。
３�「営農型太陽光発電施設における諸問題への対処」については、①農業委員会の改善指導に従わないな
ど営農の適切な継続ができなかった場合は、国通知に基づき再許可を行わない対応が必要になるため、
事業者の対応や営農状況等に関する情報の収集やその記録を進める。②改正された地球温暖化対策推進
法などの動きも取り入れながら、景観保全や災害の発生防止などの地域課題への対応が適切に行われる
よう、引き続き市町村とともに取り組むなどの回答がありました。
＜改善意見の項目＞
１　担い手への農地の集積・集約化
２　遊休農地の発生防止・解消
３　新規参入者の確保対策
４　営農型太陽光発電施設における諸問題への対処
５　新型コロナウイルス感染症対策に対応した農業者への支援

長野県農政部との意見交換会が開かれました
県内16市町村・県庁を結びオンラインで開催

　令和４年２月 15日、長野市を主会場に「令和３年度長野県農政部との意見交換会」が長野県農業委員
会協議会（会長：長野市農業委員会　青木 保�会長）・長野県農業会議の主催で開催され、各地区の農業
委員会協議会正副会長など 35名がリモート等で参加しました。
　当日は、新型コロナウイルス感染防止対策のため、同協議会会員（地区農業委員会協議会正副会長 15名、
県農業委員会女性協議会正副会長２名）は所属の役場 16カ所から、県農政部幹部は県庁から、それぞれ
リモート形式で参加した。
　青木会長・望月農業会議会長・事務局は長野市 JAビル会議室から参加し、同協議会会員 11 名が現場
の課題等を発表し、県農政部職員との意見交換会を行いました（写真）。
　意見交換した項目は、新型コロナウイルス感染拡大への対応、人・農地
プランの推進、小規模農地の遊休化防止など 10項目で、県からは担当課
長らから回答があり、小林農政部長からは「現場の具体的な課題を聞くこ
とができ、来年度に向け提言を活かしたい」との発言がありました。

１　新型コロナウイルスの感染拡大に対する農政部の対応について
２　人・農地プランの推進について
３　「半農半 X」など多様な担い手の新規参入の促進について
４　小規模農地の遊休化防止対策について
　⑴ 　多くの住民の利用による遊休化防止対策と遊休化防止上の課題と県

の方針
　⑵ 　小規模農地の遊休化対策としての一地区一作物運動の展開について
５　果樹における労働力確保と農福連携について
６　りんご産地維持発展に向けた樹園地継承について
７　県産果実の輸出について
８　野菜地帯の経営安定に向けた支援について
９　水田政策について
10　水害対策のための「田んぼダム」の取組について

県農政部は県庁からリモート参加

協議会会員は所属の役場からリモー
ト参加

青木会長らは長野市 JA ビルから参加
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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要請活動～

　「～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」における成果目標として、農業
委員及び農地利用最適化推進委員が登用されていない農業委員会をゼロとするとともに、農業委員に占め
る女性の割合を早期に 20％とし、2025 年度には 30％とすることが掲げられ、関係機関・団体が連携し、
農業委員会での女性委員の参画を進めているところです。
　この取組の一環として、長野県農業委員会女性協議会では、次年度に改選を予定されている委員会に対
し、女性登用促進について要請活動を行いました。
　本年度の活動として、令和３年９月８日に長和町、９月 13日に池田町、９月 17日に小川村、12月１
日に阿南町をそれぞれ訪問し、女性協議会支部長から市町村長・市町村議会議長・農業委員会会長へ、直
接要請書を手渡し、要請を行いました。
　さらに、要請活動では、改選を控えた委員会に対し全国の登用率の目標や長野県の現在の登用率を示し、
女性登用促進に向けた具体的な活動、目標についても話し合いを行いました。
　長野県農業委員会女性協議会では、引き続き、女性委員の登用率の更なる向上と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て活動を進めていくこととしています。

田畑売買価格調査結果について
◆令和３年度の調査結果の概要
　本調査は、全国の田畑売買価格などの動向を把握し、農業政策の立案推進の基礎資料とすることを目
的に、全国農業会議所が調査票を作成し、農業会議から調査をお願いし、農業委員会で調査を行ってい
ただいているものです。

R３. ９．８　長和町
成山上田支部長から長和町農業委員会長へ

R３. ９.17 小川村
松田長野支部長から小川村農業委員会長へ

R３. ９．13 池田町
丸山北アルプス支部長から池田町長へ

R３.12.1　阿南町農業委員会北沢南信州
支部長から阿南町町長へ

丸山北アルプス支部長から池田町農業委
員会長へ

北沢南信州支部長から阿南町農業委員会長へ

⃝�トピック
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　本年度の調査の結果では、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」の価格が、昨年比で田で 0.8％・畑で 0.7％それぞれ下落しました。下落
の理由は、「農地の買い手が少ない、または買い控えのため」が全体の過半を越え、次いで「全体とし
て農業の生産意欲が減退しているため」となっています。

過去3年間の田畑売買価格の推移
10ａ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

R�1 1,594 △ 1.0 1,322 △ 0.9 1,165 △ 1.4 861 △ 1.3

R�2 1,581 △ 0.7 1,311 △ 0.9 1,133 △ 2.7 836 △ 2.9

R�3 1,573 △ 0.8 1,306 △ 0.7 1,112 △ 1.9 825 △ 1.3

農業委員の認定農業者過半要件の例外措置の基準の見直し�
（農業委員会法の省令改正）について

　地方分権改革の提案を受けて、農業委員の認定農業者過半要件の見直し（農業委員会等に関する法律
の省令改正）が行われ、４月１日に施行されました。省令改正の内容は、より多くの市町村で特例要件
が受けられるよう、現在の認定農業者数が委員の定数の８倍を下回る場合に適用する基準を緩和し、認
定農業者数が委員定数の 30倍を下回る場合に適用できるようにするものです。（イメージ図参照）
　また、従来、例外措置を活用する場合に必要な市町村の議会の同意が廃止されます。

【認定農業者過半要件の特例を受けることができる基準の見直し（イメージ）】

- 1 - 

 

（ﾄｯﾋﾟｸｽ２） 

 

地方分権改革の提案を受けて、本年度中に農業委員の認定農業者過半要件の見直し（農業委

員会等に関する法律の省令改正）が行われる予定です。省令改正の内容は、より多くの市町村

で特例要件が受けられるよう、現在の認定農業者数が委員の定数の８倍を下回る場合に適用す

る基準の緩和し、認定農業者数が委員定数の３０倍を下回る場合に適用することとなります。

（イメージ図参照） 

また、従来、例外措置を活用する場合に必要な市町村の議会の同意が廃止されます。 

なお、省令改正の施行日は、本年４月１日を予定しております。 

 【認定農業者過半要件の特例を受けることができる基準の見直し（イメージ）】 

                               認定農農業者 600(20×30） 

 

                      

                               認定農農業者 160(20×8) 

                                       

   

    委員定数（20） 

 

 

 

 

 

農業委員の認定農業者過半要件の例外措置の基準の見直し（農業委員会法の省令改正）について 

認
定
農
業
者
数 

認
定
農
業
者
数 

改正 

【現在の認定農業者の過半要件等について】 

原  則：認定農業者である農業委員が過半（法 8条第 5項） 

 特例措置：① 議会の同意を得て、認定農業者＋認定農業者に準ずる者※である委員が過半 

      ② 議会の同意を得て、認定農業者＋認定農業者※に準ずる者※である委員が１/４以上 

        ※認定農業者に準ずる者＝認定農業者の配偶者・親族、再認定を受けなかった者等 

      ③ 上記①又は②のいずれかでも任命に困難な場合には大臣承認で過半要件の適用除外。 

 例外措置：農業委員会の設置が義務づけられていない市町村（農地面積２００ha未満） 

【認定農業者の過半要件等について】
原　　則：認定農業者である農業委員が過半（法８条第５項）
特例措置：①　認定農業者＋「認定農業者に準ずる者※」である委員が過半
　　　　　②�　認定農業者＋「認定農業者に準ずる者※」である委員が１/４以上
　　　　　　　※�認定農業者に準ずる者＝認定農業者の配偶者・親族、再認定を受けなかった者等
　　　　　③�　上記①又は②のいずれかでも任命に困難な場合には大臣承認で過半要件の適用除外。
例外措置：農業委員会の設置が義務づけられていない市町村（農地面積 200ha 未満）

認定農業者　600（20×30）を下回る

認定農業者　160（20×８）を下回る
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ポイント

1の説明
令和４年１月から

ポイント

2の説明
令和４年４月から

ポイント

3の説明
令和４年５月から

農業者年金の内容やご相談については、
最寄りの農業委員会かJA又は農業者年金基金に
お問い合わせください。

独立行政法人 農業者年金基金
●専門相談員

TEL：
●企画調整室

TEL： 2021.12

歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、１万円から（上限６万７千円）でも
通常加入できるようになります。（保険料の納付下限額が２万円から１万円に引き下げられます。）

【 歳未満の方の通常加入の保険料】
（千円単位で選択できます）

２万円 ６万７千円１万円

歳未満の方は、月額１万円から加入できる！

【保険料引き下げ（保険料１万円以上）の対象者】
次の①～⑤のいずれにも該当しない方
① 認定農業者かつ青色申告者
② 認定就農者かつ青色申告者
③ ①又は②の者と家族経営協定を締結し
経営に参画している配偶者又は直系卑属

④ 認定農業者又は青色申告者
⑤ ①又は②以外の農業を営む者の直系卑属で、
その農業に常時従事する後継者

年金の受給開始時期を、ご自身で選択できる！
（昭和 年４月２日以降に生まれた方が対象）

年金の受給要件を満たした方は、年金の受給開始時期を、ご自身で選択することができます。

これまでどおり、60歳
以上65歳未満の間で、
繰り上げ受給も選択す
ることができます

60歳 65歳 75歳

農業者老齢年金

特例付加年金

【年金の受給要件】
【農業者老齢年金】
・ 歳以上であること
【特例付加年金】
・ 歳に達した日の前日において 年以上
の保険料納付済期間等を有していること

・農業を営む者でないこと（経営継承を
完了していること）

・ 歳以上であること

【年金の受給開始時期】
・農業者老齢年金：65歳～75歳
・特例付加年金：65歳以上（年齢上限なし）

これまでの保険料

改正後の保険料

加入可能年齢が、 歳から 歳に引上げ！

現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事（年間 日以上）する方で、 歳以上 歳未満の国
民年金第１号被保険者ですが、 歳以上 歳未満で国民年金に任意加入している方も農業者年金に加
入できるようになります。

国民年金第１号被保険者

20歳 60歳 65歳

国民年金
任意加入

【農業者年金の加入要件】
農業に従事（年間60日以上）する方で

【国民年金の任意加入者とは】

国民年金の保険料納付済期間
が 月 年 に満たない

歳以上 歳未満の方で、
年金額の充実を目的として、
国民年金に任意で加入して
いる方をいいます

年齢上限なし

令和４年から「農業者年金制度が改正」され、
若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられました！
ポイント

１の説明

ポイント

２の説明

ポイント

３の説明

35歳未満の方は、月額１万円から加入できる！

（昭和32年４月２日以降に生まれた方が対象）

加入可能年齢が、60歳から65歳に引上げ！

年金の受給開始時期を、ご自身で選択できる！
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一般社団法人　長野県農業会議

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

TEL 026（217）0291
026（217）0292

FAX 026（219）2953

E-mail nagano-kaigi@nca.or.jp

発行日／令和４年４月１日　　編集／一般社団法人　長野県農業会議

事務局職員　人事異動（令和４年４月１日付）
（　　　）は前任

◆農政・農地部長　　　　　　　小林　佳昭（県派遣職員：県松本農業農村支援センター）
◆総務・情報部長代理　　　　　山際　義人（農政・農地部長代理）
◆担い手・経営・年金部次長　　土屋　剛志（総務・情報部次長）
◆農地係長　　　　　　　　　　松田　美夏（担い手・経営・年金部主事）
◆嘱託（農業者年金総合指導員）横田　幸美（嘱託（農の雇用企画運営委員））
◆嘱託（農の雇用専門員）　　　 原　　正悟（新規採用）

こちら事務局です

　令和４年４月１日付けで、農政・農地部長に着任しました小林佳昭と申し
ます。小諸市生まれで、現在は中野市で小さいながらも農業を楽しむ生活を
しています。昨年度まで、県農政部の職員として、担い手の育成・確保、遊
休農地対策などの仕事を行ってきました。
　日々、農業・農村の維持発展に取組んでおられる農業委員会の皆様のお力
になれるよう頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

　令和４年４月１日付けで農の雇用専門員に採用されました、原正悟です。
「１日農業バイト」でブドウのお手伝いをさせて頂いた程度の経験しかあり
ませんが、農業経営体の皆様が、とても生き生きとしていて、より良い作物
を作ろうとプライドを持って仕事をされている姿が印象に残っています。
　農の雇用を通して農業経営体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申し上げます。

─新任職員のご紹介─


