農業参入を考えている

企業の方へ
農地中間管理機構を活用して
農業参入をしませんか！

１ 農地中間管理機構の仕組
農地中間管理機構はこのような仕組です

貸付け
農地の出し手

都道府県
農地中間管理機構

貸付け
(転貸)
農地の受け手

(都道府県の第3セクター)

企業を含めた担い手の
ニーズに合わせて、まと
まった農地を転貸します。

農地の集積・集約化

法人経営

企業を含めた担い手に
農地を集積し、また、ま
とまった農地を使えるよ
うにします。

法人経営

企業

大規模家族経営

２ 農地中間管理機構を通じて農地を借りると…

○

これまでのように、出し手農家と個別に交渉する必要はなく、
農地中間管理機構と相談すればよくなります。

○

機構は、公平・適正な「貸付けルール」に基づき、貸付先を
決定します。

○

機構は、可能な限り、まとまった農地をお貸しします。

○

まずは、機構の貸付先の公募に応募して下さい。

お問合せは、農地中間管理機構ホットラインの他、
農業参入をしようとする各都道府県の農業参入相談窓口
又は農地中間管理機構にお願いします。

３ 農地中間管理機構を活用すると…
A社

A社

当社も農業に参入したいのだ
が、○○県で農地を借りられ
ないだろうか。

○○県の機構のホームページ
にアクセスしてみよう！

社長

部長

１ ２
A社

機構へ応募したのち…

○○県の中では、Ｓ市の
○○地区の担い手が少
なく借りやすそうだ。
交通アクセスも良いから、
応募してみるか！

A社
○○県機構
S市
農地
△△地区 水田
○○地区 畑

担い手
多い
少ない

・・

・・

・・

T市
・・

農地
・・

担い手
・・

・・

・・

・・

機構の貸付先決定ルール

Ｓ市○○地区で、農地が
出てきました。賃料・貸
付期間は、○○××と
いう条件です。

・・・……・・・・・・・

・

・・・……・・・・・・・

１

A社

２
３

B氏
C法人
・・・

３ ４

機構

・

借受希望者リスト

※ 公募の際に、借り受けを希望
する農地の具体的な条件等も
お聞きします。

・・・

A社

交渉成立

貸付先決定ルールなども
公表されるから公平だね！

A社

是非、貸して
下さい！

５ ６

機構から農地を借りることがで
きた。賃料も機構にまとめて払
えばいいし、何より農地がまと
まっているので低コスト経営が
できる。
これからも地域の人達に信頼
が得られる経営をしていくぞ！

問合せ先一覧
お困りのことがありましたら、いつでも御相談下さい。
農地中間管理機構・農地集積支援

農地中間管理機構ホットライン

電話

：（直）03-6744-2151

（ 受付時間 ：平日 9：30 ～ 17：00 ）

E-mail：kikou@nm.maff.go.jp
（担当：経営局農地政策課）
都道府県の農業参入相談窓口
北海道

農政部農業経営局農地調整課
〃
農業経営課

(代) 011-231-4111
(内線) 27-220
(内線) 27-372

農地中間管理機構
（公財）北海道農業公社

(代) 011-241-7551

青森県

農林水産部構造政策課

(直) 017-734-9462

（公社）あおもり農林業支援センター

(代) 017-773-3131

岩手県

農林水産部農業振興課

(直) 019-629-5643

（公社）岩手県農業公社

(代) 019-651-2181
(直) 022-275-9192

宮城県

農林水産部農業振興課

(直) 022-211-2833

（公社）みやぎ農業振興公社

秋田県

農林水産部農林政策課

(直) 018-860-1728

（公社）秋田県農業公社

(直) 018-893-6223

山形県

農林水産部農政企画課農業経営・担い手支援室

(代) 023-630-2211

（公財）やまがた農業支援センター

(直) 023-631-0697

福島県

農林水産部農業担い手課

(直) 024-521-7340

（公財）福島県農業振興公社

(直) 024-521-9845

茨城県

農林水産部農業経営課

(直) 029-301-3844

（公社）茨城県農林振興公社

(代) 029-239-7131

栃木県

農政部経営技術課

(直) 028-623-2317

（公財）栃木県農業振興公社

(直) 028-649-0818

群馬県

農政部農政課構造政策室

(直) 027-226-3024

（公財）群馬県農業公社

(代) 027-251-1220

埼玉県

農林部農業支援課

(直) 048-830-4051

（公社）埼玉県農林公社

(代) 048-558-3555

千葉県

農林水産部担い手支援課

(直) 043-223-2905

（公社）千葉県園芸協会

(直) 043-223-3011

東京都

農林水産部農業振興課

(直) 03-5320-4814

（公財）東京都農林水産振興財団

(代) 042-528-0505

神奈川県

神奈川県立かながわ農業アカデミー

(直) 046-238-5274

（公社）神奈川県農業公社

(代) 045-651-1703

山梨県

農政部担い手対策室

(直) 055-223-1621

（公財）山梨県農業振興公社

(代) 055-232-2760

長野県

農政部農村振興課

(直) 026-235-7245

（公財）長野県農業開発公社

(代) 026-234-0777
(代) 054-250-8988

静岡県

経済産業部農業振興課

(直) 054-221-2754

（公社）静岡県農業振興公社

新潟県

農林水産部地域農政推進課

(直) 025-280-5292

（公社）新潟県農林公社

(直) 025-285-8442

富山県

農林水産部農業経営課

(直) 076-444-3266

（公社）富山県農林水産公社

(直) 076-441-7394

石川県

農林水産部農業政策課農業参入・経営戦略推進室

(直) 076-225-1613

（公財）いしかわ農業総合支援機構

(代) 076-225-7621

福井県

農林水産部生産振興課 園芸振興グループ

(直) 0776-20-0432

（公社）ふくい農林水産支援センター

(直) 0776-21-8313

岐阜県

岐阜県農業会議

(直) 058-268-2527

（一社）岐阜県農畜産公社

(直) 058-215-6434

愛知県

農林水産部農業経営課

(直) 052-954-6409

（公財）愛知県農業振興基金

(直) 052-951-3288

三重県

農林水産部担い手育成課

(直) 059-224-2354

（公財）三重県農林水産支援センター

(直) 0598-48-1228

滋賀県

農政水産部農政課

(直) 077-528-3815

（公財）滋賀県農林漁業担い手育成基金

(直) 077-523-4123

京都府

農林水産部担い手支援課

(直) 075-414-4908

（公社）京都府農業総合支援センター

(代) 075-417-6847

大阪府

環境農林水産部農政室推進課経営強化グループ

(直) 06-6210-9596

（一財）大阪府みどり公社

(直) 06-6266-8916
(直) 078-361-8114

兵庫県

農政環境部農政企画局農業経営課

(直) 078-362-4035

（公社）兵庫みどり公社

奈良県

農林部地域農政課

(直) 0742-27-7617

（公財）なら担い手・農地サポートセンター

(代) 0744-21-5020

和歌山県

農林水産部農業生産局経営支援課

(直) 073-441-2890

（公財）和歌山県農業公社

(代) 073-432-6115

鳥取県

農林水産部経営支援課

(直) 0857-26-7269

（公財）鳥取県農業農村担い手育成機構

(直) 0857-26-8349

島根県

農林水産部農業経営課

(直) 0852-22-6860

（公財）しまね農業振興公社

(代) 0852-20-2870

岡山県

農林水産部農産課

(直) 086-226-7420

（公財）岡山県農林漁業担い手育成財団

(代) 086-226-7423

広島県

農林水産局農業担い手支援課

(直) 082-513-3531

（一財）広島県森林整備・農業振興財団

(直) 082-541-6192

山口県

農林水産部農業振興課

(直) 083-933-3375

（公財）やまぐち農林振興公社

(直) 083-924-0067

徳島県

農林水産部農林水産政策課農地戦略室

(直) 088-621-2406

（公財）徳島県農業開発公社

(代) 088-621-3083

香川県

農政水産部農業経営課

(直) 087-832-3408

（公財）香川県農地機構

(代) 087-831-3211

愛媛県

農林水産部管理局農政課６次産業化推進グループ

(直) 089-912-2514

（公財）えひめ農林漁業振興機構

(代) 089-945-1542

高知県

高知県農業会議

(直) 088-824-8555

（公財）高知県農業公社

(代) 088-823-8618

福岡県

農林水産部農林水産政策課

(直) 092-643-3468

（公財）福岡県農業振興推進機構

(代) 092-716-8355

佐賀県

生産振興部農産課

(直) 0952-25-7117

（公社）佐賀県農業公社

(代) 0952-26-9503

長崎県

長崎県農業会議

(直) 095-822-9647

（公財）長崎県農業振興公社

(直) 095-894-3848

熊本県

農林水産部経営局担い手・企業参入支援課

(直) 096-333-2377

（公財）熊本県農業公社

(代) 096-213-1234

大分県

農林水産部農山漁村・担い手支援課企業参入支援班

(直) 097-506-3587

（公社）大分県農業農村振興公社

(代) 097-535-0400
(代) 0985-51-2011

宮崎県

宮崎県農業会議

(直) 0985-73-9211

（公社）宮崎県農業振興公社

鹿児島県

農政部経営技術課

(直) 099-286-3152

（公財）鹿児島県地域振興公社

(代) 099-223-0221

沖縄県

農林水産部農政経済課

(直) 098-866-2257

（公財）沖縄県農業振興公社

(代) 098-882-6801

詳しい情報は、ホームページでご覧になれます。

農地集積バンク

検索

