
２回目の改選が進む農業委員会の体制（令和２年９月１日現在） 
―農業委員・農地利用最適化推進委員の設置状況について―

平成 28 年４月１日に施行された改正農業委員会法に基づき、令和２年９月１日までに、県内
77 市町村のうち約 75％あたる 58 市町村で２回目の改選が行われています。

１回目の改選では、改正法の施行からの改選手続までの準備期間が短いこともあり、女性委員
の登用や農業委員と農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という。）の定数配分のあり方や
その役割分担等についての課題も見受けられましたが、今回２回目の改選では、前回の経験を踏
まえた体制整備が進められています。

８月を終えた時点で、農業委員は、１回目の改選より現時点で２名減少し 997 名で、うち、女
性委員は、３名増の 155 名となりました。また、推進委員は、１回目の改選より現時点で 14 名
増の 499 名で、うち、女性委員は３名増の 16 名となりました。

農業委員と推進委員の合計では、１回目の改選より現時点で 12 名増の 1,496 名で、うち、女
性委員は、６名増の 172 名となっております。また、女性委員がまったくいない市町村は、1 回
目の改正より現時点で 3 市町村減少し５市町村となっています。

委員全体の女性の割合は、１回目の改選では 11.2％に対し、２回目の改選では、現時点で
11.5％と微増になっています。

なお、市町村別では、長和町が農地利用の最適化推進活動を強化していきたいとして、農業委
員は４名減員して 10 名とし、逆に、推進委員は７名増員して 11 名となっているほか、塩尻市で
も推進委員は５名増員し 12 名とするなど、現場活動を重視した体制整備が行われています。

また、平谷村、根羽村、麻績村では、20 歳代の農業委員が各１名ずつ誕生しています。

■ 改正法に基づく農業委員会の体制（農業委員・推進委員の設置状況：77 市町村計）

※令和２年９月１日までに改正法に基づき２度目の改選を行った委員会は77市町村中58市町村（約75％）となっています。
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※令和２年９月１日までに改正法に基づき２度目の改選を行った委員会は77市町村中58市町村
　（約75％）となっています。

1

長野県農業委員会ネットワーク機構
・ （一社）長野県農業会議　会報

VOL.11

2020
月号9

特集❶

feature articles



人・農地プランの実質化に向けた農業委員会巡回訪問を実施しました

（一社）長野県農業会議は７月、県内９市町村農業委員会を訪問し、農業委員会事務局の皆様と
農地利用最適化活動と直結している人・農地プラン実質化に向けた農業委員会活動について意見
交換を行いました。

対象の農業委員会は、昨年度、県と共催して人・農地プラン実質化に係る地区別検討会を開催
した対象市町村としましたが、７月の豪雨災害の対応で実施できない農業委員会もありました。

当日は、市町村担当部署との連携体制をはじめ、意向把握・話合いの取組状況や、今後の具体
的な進め方等について意見交換を行いました。

その中で、特徴的な取組を行っている農業委員会を紹介しますので、ご参考願います。

＜中川村の取組概要＞

「営農センター」が核になって、人・農地プランを決定しており、事務局は役場で、月２回 JA
と農業農村支援センター等が集まり会議を開いており、関係機関との連携が図られています。農
業委員会事務局職員は、村農政係の人・農地プラン担当も兼務してます。

基盤整備されている「三田島」地区をモデル地区に定め、座談会を開き、話合いの座長は農業
委員が務めました。２回目の話合いは、新型コロナの影響で中止となっています。

農業委員と農地利用最適化推進委員が、ワークショップ形式の話合いの座長を務めるための研
修（講師は（一社）長野県農業会議）を受けてもらい、積極的に話合い活動に参加しています。

農業委員会では、年１回、データ更新のための農地台帳の配布時に「利用意向調査」を実施し
ていますが、昨年 12 月には、人・農地プラン実質化に併せて「全農家へアンケート」を実施しま
した。

また、毎年、認定農業者を対象に、「農業者との意見交換会」を開催しています。  
農業委員会では、会長を先頭に、委員・事務局が一体となって、本年度中の実質化を目指して、

関係機関と連携を図りながら、積極的な活動を展開していく考えです。

写真は、座談会の開催通知・資料（左）、年齢別・後継者の有無等に色分けした地図（右）

＜山ノ内町の取組概要＞

地域農業再生協議会の下に「農業振興会議」が５地区にあり、まとめ役として農業委員がその
会長を務めており、生産者、役場、農業委員会、JA で構成され、連携して推進する体制が整備さ
れています。

また、農業委員会の総会には、毎回、農業農村支援センター職員も出席しており、関係機関と
の連携も図られています。

アンケートは、15a 以上の農家を対象に、昨年から今年にかけ農家組合を通じ回収。地図を作
成しています。
「これからは、山ノ内町だけでは難しいので、中野市や飯山市とも広域で担い手確保を考えてい

きたい」と語っていました。

農業委員会の

活動事例
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      所有者（共有者）不明農地の活用事例　坂城町農業委員会の取り組み　
坂城町農業委員会による所有者不明農地に農地中間管理権を設定し同町内

のワイナリーへの賃借に結び付いた活動を紹介します。
これは、２年前に改正施行された農業経営基盤強化促進法の「共有者の過

半が判明していない場合」（下図、イラスト破線部分）を活用したもので、県
内初の取り組みとなりました。

約３年前、町内でワイン用ブドウ栽培をしている坂城葡萄酒醸造株式会社
の代表取締役の成澤篤人さん（写真左）が、規模拡大のため町内でまとまっ

た農地を探す中で、本人の標高約 700m のワイン用ブドウ畑の隣地に、当時、耕作者が亡くなられた３筆・約
40a の農地がありました。

そこで、この農地を借りようと、所有者の親族であった女性農業委員に相談したのがスタートでした。
ところが同農地は、所有者が数十年前に亡くなられて以降、相続登記がされておらず長期にわたって相続者

が不明な状態でした。これでは相続関係者の過半の同意を得ることができず、通常の手続きでは同社が借り入
れることができない状態でした。

このため、町農業委員会では、改正されたばかりの農業経営基盤強化促進法を活用することで、同農地が
荒廃化する前に同社で活用できるようにしようと、前もって農地中間管理機構に相談するとともに、昨年春か
ら登記簿上所有者の配偶者と子の探索と公示手続き等を約１年かけ進めました。

探索の結果は、登記簿上の所有者と配偶者の死亡と、子供十数人中２人及び親族４人の合計６人の生存が
判明しました。

続いて、農業委員会が、県農地中間管理機構が借受ける農用地利用集積計画書を生存している子供ら６人
に送付し同意を得るとともに、「共有者不明農用地等に係る公示」を６ケ月間行い反対者がいなかったことから、
それを受け町は農地中間管理機構に通知し、その後、所定の手続きにより、同社が今年４月から10 年間の賃
借権を設定できました。

農業委員会事務局で実務を担った谷田邉智子主事（写真右）は、「今回は、農地の貸し手と借り手がいるゴー
ルが見える状態だったので、多数の子供の探索など煩雑な事務作業を行えたが、借り手がいない状態でこの作
業はとてもできなかった」と苦労を語ってくれました。

同社は 2017 年創業のワイナリーで、町内約 3ha でワイン用ブドウ栽培と原料を町内産にこだわったワイン
の醸造販売する他、長野市内にイタリア・フランス料理店と天然酵母パン店を経営しています。 

成澤さんは、「時間はかかったが希望した農地を借りることができ、標高差を生かした栽培に取り組める。
生産が本格化するまで５年以上かかるので、じっくりと栽培に取り組みたい」と話し、今年は整備作業を行い、
来年春には苗木を植え付け本格的な栽培に取り組むこととしています。

 （参考）全国所有者不明農地の活用実績（令和２年３月末現在・農水省㏋より）
 農業経営基盤強化促進法 105 件、農地法 82 件

農業委員会の

活動事例

○ 所有者不明農地の利活用のための新制度（フロー図）

担い手が借りた
い場合
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その他（農地中間
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が主導する場合）
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公告作成探索・公示探索の要請

作成

探索・公示 裁定

＜探索範囲を配偶者と子に限定＞

≪
≫

≪
≫

＜探索範囲を配偶
者と子に限定＞

申請

*従来は5年以内

*従来は
5年以内

*

*

新設

✔ 共有者（相続人）の一人でも、簡単な手続で農地中間管理機構に貸すことを可能とした。
✔ また、利用権の設定期間も５年から20年と、大幅に長期化。
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農の雇用事業の取組状況
農業会議では、全国農業会議所の委託を受け、農の雇用事業を実施しています。事業内容は、農業法

人等に雇用就農された新入社員（研修生）が、農業技術や経営ノウハウを円滑にマスターするための研
修費を助成するものです。

農業法人等経営者は、労務管理や社会保険等に関する研修を通じ、働く環境を整備し、雇用就農者の
定着と作業効率の向上を目指す事業です。働き方改革やハラスメントの防止、人材評価制度の導入など
よりよい労働環境整備を目指しています。現在取り組んでいる法人など 120 の事業所に、207 人が研
修生として雇用就農されています。

独立就農の例として、平成 24 年からトップリバーで２年間研修生として雇用就農していた松木裕（34
歳）さんは、富士見町農業委員会の協力により富士見町で独立就農し、サニーレタスなど高原野菜を数
ヘクタール栽培する認定新規就農者となり、地域の担い手として活躍しています。

また、上田市で、平成 24 年度から信州上田ファームで研修していた中村悠基（31 歳）さんは、平成
26 年に独立就農し、株式会社パトリオットエンタープライズを設立し、生食ブドウを中心に果物を栽
培し、人・農地プランの担い手にもなり、農業委員会の利用集積対象者として頑張っています。

―農業会議の新役員が選出されるー
一般社団法人長野県農業会議は、

令和２年６月 22 日に松本市で第５回
通常総会を開催し、令和元年度事業
報告書、計算書類等が原案どおり承
認されるとともに、任期満了に伴う理
事及び監事の選任が行われました。

また、選任後、第 23 回臨時理事会を開催し、任期満了に
伴う正副会長、専務理事の選出が行われた結果、望月雄内
会長、市川覚副会長、小林弘也副会長、小林文彦専務理事
がそれぞれ再選されました。

選任された新役員は次のとおりです。

●一般社団法人長野県農業会議　新役員名簿
（令和２年６月 22 日開催の第５回通常総会及び第 23 回臨時理事会で選任）

役　職　名 氏　　　名 所属団体・役職名等 備　　　考

会 　　長 望月　雄内 長野県議会議員 　再　任

副　会　長 市川　　覚 佐久市農業委員会長 　　〃

〃 小林　弘也 松本市農業委員会長 　　〃

理　　事 柴﨑　義和 上田市農業委員会長 　　〃

〃 青木　　保 長野市農業委員会長 　　〃

〃 奥牧　宏明 木曽町農業委員会長 　新　任

〃 小島　幸夫 原村農業委員会長 　　〃

〃 富井　俊雄 野沢温泉村長 　　〃

〃 伊藤　　茂 長野県農業協同組合中央会会長 　　〃

〃 北原　富裕 （公財）長野県農業開発公社理事長 　再　任

専務理事 小林　文彦 （一社）長野県農業会議事務局長 　　〃

監　　事 依田　繁二 東御市農業委員会長 　新　任

〃 片桐　孝明 飯島町農業委員会長 　　〃

■任期：令和２年６月 22 日から令和４年６月の通常総会まで

活動報告
activity report
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長野県農業委員会女性協議会の役員改選で
飯山市農業委員会の沼田浩子さんが会長に選出されました。

令和２年７月 15 日に JA 長野県ビルで長野県農業委員会女性協議会の総会が開催され、役員改
選により、飯山市農業委員会の沼田浩子さん（前副会長）が会長に選出されました。
【新会長から一言】
「農地と農業者ための活動を ... 微力ながら頑張ります。コロナ禍でも歩みを止めるな‼」

●長野県農業委員会女性協議会　役員名簿（令和２年９月現在）
役 職 名 氏　　　名 地 区 名 所属農業委員会

会　長 沼田　浩子 北　信 飯山市農業委員会

副会長
篠原　千代子 佐　久 川上村農業委員会
髙林　敬子 諏　訪 岡谷市農業委員会
丸山　史子 北アルプス 池田町農業委員会

理　事

網野　澄子 上伊那 伊那市農業委員会
大橋　果林 南信州 大鹿村農業委員会
塩野𥔎　道子 松　本 松本市農業委員会
出浦　洋子 長　野 信濃町農業委員会

監　事
山嵜　修子 上　田 上田市農業委員会
大久保　經子 木　曽 木曽町農業委員会

■任期：令和２年７月 15 日から令和３年度の通常総会まで

「令和２年度　新任の農業委員及び農地利用最適化推進委員研修会」を
県内４会場で開催し、延べ 306 人が出席しました

（一社）長野県農業会議では、農業委員会
業務の遂行に必要な農業委員会法及び農地法
など法令の基礎知識の習得を図るとともに、
農地利用の最適化など所掌業務の積極的な推
進に資するため、本年７月に改選された農業
委員会の新任委員を対象に、県内４会場で研
修会を開催しました。

なお、新型コロナウイルスの感染が拡大し
ていることから、対象農業委員会には、会場
収容率を３割程度までとなるよう出席者数を
調整協力していただき、研修時間も短縮する
などの対策を講じた上で開催しました。

また、この研修会に出席できなかった農業
委員会に対しては、農業委員会総会等に併せ
て研修会を計画していただき、個別に対応す
ることといたしました。

研修では、「改正された農業委員会法と農業委員会活動に求められていること」「農業委員会制
度及び情報提供活動」「農地法及び遊休農地に関する措置」「農業経営基盤強化促進法及び農業振
興地域の整備に関する法律」「農地中間管理事業の推進」「農業者年金制度」の６項目について、（公
財）長野県農業開発公社と当会議が講師として説明しました。

写真は、主催者あいさつする小林専務理事（中央）
と熱心に受講する新任委員。

新会長の沼田浩子氏
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長野県農業法人等就業フェア in 安曇野

８月８日に安曇野市役所で、人材を募集している農業法人等と、農業法人等に就農したい希望
者が面談する「長野県農業法人等就業フェア in 安曇野」が長野県担い手育成基金、長野県、長野
県農業会議、長野県農業開発公社などの共催で開かれました。

当日は、コロナ対策による対応のもとに実施され、求人等を求める農業法人等 14 者と県内から
19 人、県外から７人（内 Web 相談が４人）が参加され、世代別では、30 代が一番多く７人、40
代６人、20 代５人。男女別では、女性が３割の８人で、例年の１月開催より学生の割合が約 1/4
と割合いが高い結果となりました。

この日の面談を通じ、内定した者やインターンなど体験を通じて検討していく者もいて、新型
コロナウイルス対策の中の開催となりましたがいいフェアとなりました。

農業委員会法の５年後見直しの動きについて 
―秋からの規制改革推進会議等の検討を見据え調査を実施―

平成 28 年４月１日に施行された改正農業委員会法は、法附則第 51 条第２項に基づき、法律施
行後５年を目途として、農地等の利用の最適化の推進状況等を勘案し、農業委員会に関する制度
について検討を加え、必要があると認める場合には、その結果に基づいて必要な措置を講じるこ
とになっております。

４年前の改正の主な点は、①農業委員会６条２項に法定必須事務として「農地等の利用の最適
化の推進に関する事項」が明記されたこと。②農業委員の選出方法について、従来の「公選制」
を廃止し、地域や団体の推薦により選出された候補者を議会の同意を得て市町村長が任命する方
式に変更したこと。③最適化の現場活動を強化するため、農業委員とは別に「農地利用最適化推
進委員」を新設したことです。

こうした中で、農林水産省は、今年秋以降の国家戦略特区 WG 及び規制改革推進会議農林水産
WG における議論等を見据え現場の実態やニーズ等を把握するため、８月中に農業法人の農地利
用の状況や農業委員会における農地利用最適化推進活動等に関する調査を実施しました。

　今回の農林水産省の調査内容（令和２年８月）
・ 農業委員会における遊休農地対策、新規参入促進、農地集積の推進の実施状況、

別段面積の設定状況及び農地利用最適化推進委員の定数に関する調査

一方、農業委員会組織では、平成 28 年の改正法により農業委員会の活動や運営にどのような効
果や課題が生じたか把握するため、全農業委員会を対象に　12 月上旬までに「農業委員会法改正
５年後調査」を実施し、今後の活動や運営の改善につなげていくこととしています。

トピックス
topics
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全国農業会議所では、
次世代に継承する活力ある農業・農村の再構築のための政策提案
　　－新たな食料・農業・農村基本計画の実現を目指して－
を６月 29 日に農林水産大臣へ要請しました。

この政策提案については、例年、全国農業委員会会長大会において決議いただき決定となりま
すが、本年度は新型コロナウイルス感染症の影響で同大会が中止となったため、全国農業会議所
会長に一任のうえ決定されました。

また、「地域の農地を活かし、担い手を応援する全国運動で新型コロナ禍の農業・農村を元気に
する申し合わせ決議」及び「情報提供活動の一層の強化に関する申し合わせ決議」も決定され、
令和２年７月 10 日付けで農業委員会へ情報提供いたしました。

この政策提案のポイントは次のとおりです。

次世代に継承する活力ある農業・農村の再構築のための政策提案
－新たな食料・農業・農村基本計画の実現を目指して－のポイント

令和２年６月 29 日　全国農業会議所
Ⅰ．農地利用の最適化を推進する多様な担い手・農地対策の強化

＜担い手、経営対策＞
〇担い手の経営安定に向けて、経営ステージ

に応じた支援に加え、複式農業簿記の記帳、
青色申告の導入・継続、資本の増強等の支
援を強化すること

〇多様な人材を育成する観点から、新規就農
者のサポート体制の充実、親子間の共同経
営や第三者経営継承による就農を促進する
こと

＜農地対策＞
〇実質化した「人・農地プラン」を全国で実

行していくため、条件不利地域や中心経営
体を特定できない地域に対する支援を実施
すること

〇「担い手利用外農地」の利用実態に応じた、
有機農業や放牧、飼料生産等の多様な利用・
管理の推進と農振制度における用途区分に
ついて検討すること

Ⅱ．持続可能な農業・農村を目指す振興対策

〇農村地域への定住を促進するため、兼業・副業で農業に取り組めるようマルチハビテーショ
ン（多拠点生活）やサテライトオフィス、テレワーク等を積極的に進め、定住に必要なイン
フラ（病院、学校、商業施設、交通、IT）についても整備すること

〇新型コロナウイルス感染症の影響を被る農業者への支援に万全を期すとともに、食料危機等
の不測の事態に備え、国内生産基盤の強化によって食料安定供給体制を確立すること

Ⅲ．農業委員会等の体制整備

〇実質化した「人・農地プラン」に基づいた農地の利用調整等を確実に進展させるため、都道
府県農業委員会ネットワーク機構が農業委員会の活動状況に応じた伴走型の支援を実施でき
る予算を措置すること

〇農業委員会の農地利用状況調査（農地パトロール）が効率的に実施できるようドローンやタ
ブレット端末の利用を推進すること

〇コロナ禍でも農業委員会の法令業務が適切に実施できるようテレビ会議や Web 会議を開催で
きる環境整備を支援すること
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「全国農業新聞」普及・購読のお願い

農業委員会組織では、週刊の農業専門紙「全国農業新聞」を、地域の農業者の方々に読んで
いただくことで、農業委員会法に位置付けられている情報提供活動を進めています。

農業委員会の重点目標である「農地利用の最適化」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。

つきましては、農業委員・農地利用最適化推進委員さんには、農地利用の最適化を進める意
義を地域みんなの共通認識としていただくためにも、また、この取組みを進める農業委員会の
活動を理解いただくためにも、組織で編集・発行している農業情報紙「全国農業新聞」の農業
者への普及をよろしくお願いいたします。

ご自身の購読につきましても、よろしくお願いいたします。

農業者年金加入状況

令和２年度の農業者年金の加入状況は、27 人（７月末現在）。目標達成するには、加入数
132 人が必要となります。市町村別目標達成状況は、40 歳未満 27 市町村、総数で達成が 26
市町村、女性達成が 22 市町村となっている。

40 歳未満・総数・女性の３項目を達成している市町村は次の通りです。

小海町、上田市、富士見町、箕輪町、南箕輪村、飯田市、高森町、根羽村、豊丘村、塩尻市、
朝日村、坂城町、飯綱町、飯山市、山ノ内町、木島平村、栄村
17 市町村

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

こちら事務局です
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