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管内の概要 

土地利用の状況 総面積 90,832ha 

うち田畑 16,510ha（18.1％）、山林 52,382ha（57.6％） 

 ※中山間地域交付金対象 2,781ha 

 

農業産出額 1,862千万円（県内４位） 
主な品目 米（ひとめぼれ）、雑穀類（はとむぎ、ひえ、大豆、小麦）、野菜（ね

ぎ、枝豆、ピーマン、トマト、アスパラガス）、果樹（りんご、ぶど

う）、花卉（りんどう、小菊、カンパニュラ）、畜産(牛、豚、ほろ

ほろ鳥) 

農業経営体数 5,643経営体（うち家族経営体 5,586）、 

農業就業人口（販売農家） 7,981人 

耕地面積 16,000ha 水田面積 13,700ha（うち水稲作付面積 8,033ha） 

担い手の水田集積率 61.1％（平成 26年度） 

 
取組の特徴 

○トータルアドバイザー事業 事業費 16,140千円、市負担 8,070千円 

・個別担い手、組織担い手の育成支援、経営改善指導等 

○六次産業化推進事業 

・花巻産農畜産物の活用による商品開発の素材のアイディア募集 

・市内の事業者（農業者・加工業者・販売業者等）が新たに花巻産農畜産物を

活用した加工品の開発、加工施設、販売施設、提供施設の整備へ支援（補助率

1/2～1/3限度額 1,000千円） 

○地産地消推進事業 事業費 600千円、市負担 300千円 

・地産地消を担う市内産地直売所の連携強化と品質、品揃えの充実に向けた講

習会、研修会への支援 

・学校給食による「花巻雑穀の日」の開催（ひえカレー）、学校給食・市内事

業者等への花巻産農産物情報の提供 

○都市農村交流推進事業 事業費 2,000千円 市負担 900千円 

・グリーン・ツーリズムの普及・啓発・情報発信、研修会の開催等 

○水田農業経営安定対策事業 補助総額 40,000千円、市負担 20,000千円 

・アスパラガス倍増事業、園芸生産拡大支援事業、果樹産地育成支援事業、雑

穀産地確立事業、基礎雌牛増頭推進事業、花巻牛銘柄確立事業等 

○花巻米生産確立支援事業 補助総額 84,000千円、市負担 56,000千円 

・米の品質、収量確保対策としてケイ酸を含む土壌改良資材による土づくりを

支援 

 

 
意見・要望 
 
 
 

（１）農地の総量確保と農地転用許可制度等の見直しについて 

（参考：農地制度のあり方について〔ポイント〕[地方六団体]） 

 

○農地制度の見直しにあたり、全国市長会、全国知事会、全国町村会をはじめ地



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

方六団体で農地制度の今後のあり方について検討してきた。 

○農地の総量確保（マクロ管理）の仕組みを充実（国・地方協力による実効性確

保） 

・市町村が主体的に設定した目標の積み上げを基本とし、国、都道府県、市町村

が議論を尽くした上で国の総量確保目標を設定 

 

○農地転用許可制度等（ミクロ管理）の見直し（市町村主体） 

・個々の農地転用許可制度等については、転用基準の明確化等の措置を講じ、大

臣許可・協議を廃止し、土地利用行政を総合的に担っている市町村に移管 

 

（２）米価対策について 

食料自給率の向上や農業・農村の多面的機能の発揮、農業・農村の持続的発展の

ためには農業経営体の生産意欲の維持向上が重要である 

○地域農業の中心である稲作は、過去最低の米価水準となったことから、農業経

営、地域経済は大きな影響を受けている。 

 

○国が新たに示した農業政策により、経営体が今後も生産意欲を持ち規模拡大な

どを進めながら、地域農業を維持発展させる施策が必要である。 

 

①過剰米の市場隔離のための国による買い入れと備蓄 

②来年度産以降の国の需給調整（生産調整）による供給量のコントロール 

③低コスト生産に向けた省力技術や新品種の開発や普及 

④農地集積を円滑に進めるための農地中間管理事業の予算の充実 

⑤農畜産物の再生産が可能となる価格を補償する制度の創設（生産費の保障） 

 

（３）担い手と地域住民の連携による農業・農村の維持発展 

○農業と農村地域の維持発展のためには、担い手農業者のみならず、地域内の住

民が一体となって、地域の農地の有効活用を図りながら農業所得を向上させる施

策が必要である。 

 

○今後確実に人口が減少すると見込まれることから、中山間地域等の農林水産業

（農山漁村）を維持する施策を充実させる必要がある。 

 

○農業後継者不足はこれまでも課題とされてきたが、農家出身者以外が農業を開

始するまでに農地や住宅の確保が難しいこと、また、農業機械等の購入資金も支

障となっていることから、新規就農者を確保するため、非農家出身者が農業を新

たに開始するための施策が必要である。 

 

①地域政策として中山間地域等直接支払における担い手加算などの制度拡充 

 



見直しの方向性

〔基本的認識と改革の方向性〕

○真に守るべき農地を確保する必要性は国・地方共通の認識 ○地方が主体となり、農地を確保しつつ、都市・農村を通じた総合的なまちづくりを推進

国と地方（都道府県・市町村）が責任を共有し、実効性ある農地の総量確保の仕組みを構築（マクロ管理の充実）するとともに、

個別の農地転用許可等（ミクロ管理）については、市町村が担うべき

農地制度のあり方について〔ポイント〕農地制度のあり方について〔ポイント〕

現行制度の課題

○農地の総量確保目標と現実の乖離

・農振編入・除外等は概ね見込み通り

一方で、耕作放棄地の発生は見込みを

上回る状況

○目標設定プロセスの課題

・総量確保の目標の設定にあたり、国・地方で

十分な議論が尽くされなかった

・市町村が主体的に設定した目標の積上げを基本とし、国、都道府県、市町村が議論

を尽くした上で国の総量確保目標を設定

（国と地方の議論が実質的に機能する枠組みを設置）

（地域の実情により、必要に応じて、都道府県は広域的な調整を実施）

・地方においては、

 新たに市町村計画において確保すべき農用地等の面積目標を明記

（※現行は、面積目標の設定は国・都道府県のみ）

 耕作放棄地の発生抑制・再生など施策効果ごとに目標設定

 目標管理に係る実行計画の実施状況等について、第三者機関が事後評価

○農地確保に資する施策の必要性等

・目標の達成に向け、農地の集積・集約

化、耕作放棄地対策に取り組む必要

・条件不利農地等、地域によって農地は多様

・個々の農地転用許可等については、大臣許可・協議を廃止し、土地利用行政を

総合的に担っていく観点から市町村に移譲

・その際、必要に応じて転用基準の更なる明確化等

・都道府県農業会議への意見聴取は、一律の義務付けを廃止

・国は、農地の確保に資する制度の枠組みづくりを行い、地方は、農地中間管理機

構の活用をはじめ、担い手への農地の集積・集約化や耕作放棄地対策などの具体

の施策を推進

○総合的な土地利用行政の観点からの課題

・大臣許可・協議に係る農地転用に多大な

時間・手間を要し、迅速性に欠けるとともに、

総合的なまちづくりに支障

※２ha以下…知事許可
２ha超４㏊以下…知事許可（要大臣協議）
４㏊超…大臣許可

農地転用許可制度等（ミクロ管理）の見直し 〔市町村主体〕

農地の総量確保（マクロ管理）の仕組みを充実 〔国・地方協力による実効性確保〕

農地において農業が力強く営まれるための取組を充実

〔事務・権限の移譲等に関する見直し方針（平成25年12月20日閣議決定）〕※関係部分
○地方の意見も踏まえつつ、平成21年の改正農地法附則に基づき、同法施行後５年（平成26年）を目途として、地方分権の観点及び農地確保の観点から、農地確保
の施策の在り方等とともに、農地転用事務の実施主体や国の関与等の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

○国と地方が、事務が迅速かつ円滑に執行されるよう、農地転用制度等に係る課題について、各地方で定期的に協議する場を設置。

［地方六団体］



食料・農業・農村政策審議会
企画部会

地方意見交換会

岩手県花巻市長
上 田 東 一

（2015.1.20）



管内の概要１

○土地利用の状況 総面積 90,832ha

うち田畑16,510ha（18.1％）、山林52,382ha（57.6％）
※中山間地域交付金対象 2,781ha

土地利用の状況 （総面積９０，８３２ha）

田 １３，５８１ha（１５．0％）
畑 ２，９２９ha（ ３．２％）

宅地 ３，1４７ha（ ３．５％）
山林 ５２，3８２ha（５７．６％）

その他 １８，7９３ha（２０．７％）

《市内の中山間地域》
対象地域
①法指定地域 湯口地区、大迫地域、東和地域
②知事特認地域 矢沢地区、石鳥谷地区、

八重畑地区、新堀地区
直接支払協定状況
①法指定地域 協定数 ９４ 協定面積 ２，２９９ｈａ
②知事特認地域 協定数 ２５ 協定面積 ４８２ｈａ



管内の概要２
○農業産出額 1,862千万円（県内４位）
・主な品目 米（ひとめぼれ）、雑穀類（はとむぎ、ひえ、大豆、小
麦）、野菜（ねぎ、枝豆、ピーマン、トマト、アスパラガス）、果樹
（りんご、ぶどう）、花卉（りんどう、小菊、カンパニュラ）、畜産
(牛、豚、ほろほろ鳥)

単位：千万円

花巻市
農 業
産出額

耕 種 畜 産
生産農業
所 得米 麦類

雑穀・
豆 類

いも類 野菜 果樹 花き
工 芸
農作物

種苗・苗木
類・その他

肉用牛 乳用牛 豚 鶏
その他
畜 産

平成１８年 1,862 961 14 32 4 185 209 61 12 21 111 47 96 ｘ ｘ 752

花巻市の主な農畜産物

米を中心に

麦、大豆、雑穀、

野菜、果実、花き、

畜産



管内の概要３

・農業経営体数 5,643経営体（うち家族経営体 5,586）、
農業就業人口（販売農家） 7,981人
・耕地面積 16,000ha

水田面積13,700ha（うち水稲作付面積 8,033ha）
担い手の水田集積率 61.1％（平成26年度）



取組の特徴１ （市独自事業）
○トータルアドバイザー事業 事業費16,140千円、市負担8,070千円
・個別担い手、組織担い手の育成支援、経営改善指導等

・トータルアドバイザーを現在６名雇用
・経営所得安定対策等へ加入推進・支援
・水田・畑作経営所得安定対策加入指向者の掘り起こし（認定農業者等）
・個別・組織担い手を対象に現地へ出向き支援
・個別経営体の認定農業者への誘導、集落営農の組織化・法人化の促進
・愛農土塾（個別経営体）・集落型経営体研究会による研修
・税務相談等の支援活動の展開

さらには、市の基幹産業である農業の一体的な振興を図
るため、市の農業部門（農林部、農業委員会）と市農業振
興公社が農協とワンフロア化を実現し、農地中間管理事
業や人・農地プランへの取組、農業振興施策の企画・調
整の一体化、農業者への一体的な対応に取り組んでいる



取組の特徴２ （市独自事業）
○六次産業化推進事業
・花巻産農畜産物の活用による商品開発の素材のアイディア募集
・市内の事業者（農業者・加工業者・販売業者等）が新たに花巻産農畜産物を活用
した加工品の開発、加工施設、販売施設、提供施設の整備へ支援（補助率1/2～
1/3限度額1,000千円）
・第三セクター(株)エーデルワインと市内の葡萄農家が連携したワインの製造・販売
（地域内連携による六次産業化）

○地産地消推進事業 事業費600千円、市負担300千円
・地産地消を担う市内産地直売所の連携強化と品質、品揃えの充実に向けた講習
会、研修会への支援
・学校給食による「花巻雑穀の日」の開催（ひえカレー）、学校給食・市内事業者等へ
の花巻産農産物情報の提供

○都市農村交流推進事業 事業費2,000千円 市負担900千円
・グリーン・ツーリズムの普及・啓発・情報発信、研修会の開催等



取組の特徴３ （市独自事業）
○水田農業経営安定対策事業 補助総額40,000千円、市負担20,000千円
・アスパラガス倍増事業、園芸生産拡大支援事業、果樹産地育成支援事業、雑穀
産地確立事業、基礎雌牛増頭推進事業、花巻牛銘柄確立事業等

○花巻米生産確立支援事業 補助総額84,000千円、市負担56,000千円
・米の品質、収量確保対策としてケイ酸を含む土壌改良資材による土づくりを支援



意見・要望
（１）農地の総量確保と

農地転用許可制度等の見直しについて
（参考：農地制度のあり方について〔ポイント〕[地方六団体]）

○農地制度の見直しにあたり、全国市長会、全国知事会、全国町村会を

はじめ地方六団体で農地制度の今後のあり方につて検討してきた。

○農地の総量確保

（マクロ管理）の仕組みを充実（国・地方協力による実効性確保）

・市町村が主体的に設定した目標の積み上げを基本とし、国、都道府県、市町村が議

論を尽くした上で国の総量確保目標を設定

○農地転用許可制度等

（ミクロ管理）の見直し（市町村主体）

・個々の農地転用許可制度等については、転用基準の明確化等の措置を講じ、大臣

許可・協議を廃止し、土地利用行政を総合的に担っている市町村に移管



意見・要望
（２）米価対策について

食料自給率の向上や農業・農村の多面的機能の発揮、農業・農村の持続
的発展のためには農業経営体の生産意欲の維持向上が重要である

○地域農業の中心である稲作は、過去最低の米価水準となったことから、
農業経営、地域経済は大きな影響を受けている。

○国が新たに示した農業政策により、経営体が今後も生産意欲を持ち規
模拡大などを進めながら、地域農業を維持発展させる施策が必要である。

①過剰米の市場隔離のための国による買い入れと備蓄

②来年度産以降の国の需給調整（生産調整）による供給量のコントロール

③低コスト生産に向けた省力技術や新品種の開発や普及

④農地集積を円滑に進めるための農地中間管理事業の予算の充実

⑤農畜産物の再生産が可能となる価格を補償する制度の創設（生産費の保障）



意見・要望
（３）担い手と地域住民の連携による農業・

農村の維持発展について

○農業と農村地域の維持発展のためには、担い手農業者のみならず、地域内

の住民が一体となって、地域の農地の有効活用を図りながら農業所得を向

上させる施策が必要である。

○今後確実に人口が減少すると見込まれることから、中山間地域等の農林水

産業（農山漁村）を維持する施策を充実させる必要がある。

○農業後継者不足はこれまでも課題とされてきたが、農家出身者以外が農業

を開始するまでに農地や住宅の確保が難しいこと、また、農業機械等の購入

資金も支障となっていることから、新規就農者を確保するため、非農家出身

者が農業を新たに開始するための施策が必要である。

①地域政策として中山間地域等直接支払における担い手加算などの制度拡

充


