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１ 制度の概要

（３） 法令事務の処理件数の推移

H５年 H15年 H25年 H28年
処理
件数

処理
件数

処理
件数

処理
件数

農地法 324 276 266 275

第３条 107 84 67 61
第４条・第５条 183 151 151 147
第18条 34 41 48 68

農業経営基盤
強化促進法

225 311 369 388

合計 549 587 635 663

単位：千件、％

資料：経営局農地政策課「農地の権利移動・借賃等調査」
注： 農業委員会等が行う法令事務の内容：
・農地法第３条：農地の権利移動許可
・農地法第４条･第５条：転用許可に係る意見書の送付及び市街化区域内における届出の受理
・農地法第18条：賃貸借の解約等
・農業経営基盤強化促進法：農用地利用集積計画による権利の設定･移転

農業委員会は、その主たる使命である『農地等の利用の最適化（担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、
新規参入の促進）の推進』を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を
執行する行政委員会として、市町村に設置。

（１） 農業委員会数の推移

H５年 H10年 H15年 H20年 H25年 H27年 H30年
農業委員会数 3,246 3,235 3,172 1,793 1,710 1,707 1,703

資料：経営局農地政策課「農業委員会及び都道府県農業会議実態調査結果」

（２） 農業委員、推進委員数の推移

H5年 H10年 H15年 H20年 H25年 H27年 H30年
農業委員数 61,351 60,052 57,875 37,456 35,514 35,488 23,196

選挙委員数 45,566 44,687 43,435 27,127 26,656 26,602 -
選任委員数 15,965 15,365 14,440 8,907 8,858 8,886 -

推進委員数 - - - - - - 17,824
女性委員数
(割合、%)

175
（0.3）

479
（0.8）

2,369
（4.1）

1,741
（4.6）

2,249
（6.3）

2,650
(7.5)

2,747
（11.8）

資料：経営局農地政策課「農業委員会及び都道府県農業会議実態調査結果」

※H28年より新制度に順次移行。H30年に全農業委員会が移行完了。

１－①－１ 農業委員会関係手続｜農業委員会制度の概要

【必須事務】

○ 農地法等によりその権限に属させられた事項（農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地に関する措置など）

○ 農地等の利用の最適化の推進

【任意事務】

○ 法人化その他農業経営の合理化

○ 農業一般に関する調査及び情報の提供
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１－①－２ 農業委員会関係手続｜業務フロー（概要）

市町村長
①通知

②意見 ※ 市町村長への通知
等（①、②）は、一般
法人の貸借を許可しよ
うとする場合のみ

農地法第３条許可（農地の権利移転）申請書

利用状況調査の実施状況

農地情報公開システム
への入力（イメージ）

農地法３条許可申請書

農地台帳等への反映

農業委員会による
利用状況調査

農業者からの申請

農業者への許可通知

所有者等による農業上の適正かつ効率的な利用の
責務が果たされているか、毎年１回、全ての農地の利
用の状況を調査する。

農業委員会での審査
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１－①－３ 農地の権利取得手続｜筆単位の情報が活用される例

農地の権利取得手続に係る書類 利用の状況の現地調査（利用状況調査）

○ 農地法第３条許可申請書における、農地に関す
る情報

• 権利設定の当事者の情報（氏名、住所、法人の
場合はその名称及び代表者氏名等）

• 取得しようとする権利（所有権等）
• 取得しようとする土地の情報（所在、地番、地目、

面積等）
• 作付予定の作物
• 権利を取得しようとする者に関する以下の情報

①現に権利を有している農地等の利用状況
②耕作に必要な機械（トラクター等）の所有・
導入予定状況

③農作業に従事する者の数等の状況（氏名、
年間従事日数等）

• （法人の場合）構成員等の状況
• 周辺地域との関係（農業利用に及ぼす影響）等

→10項目以上
農業委員会が、許可申請の際に、農地の権利者
や利用状況等の情報を入手し、農地台帳にこれら
の情報を入力して管理。

〇 利用状況調査において求められる、農地に関す
る情報

• 農地の所在（地番、地目、面積等）
• 遊休農地の判定状況
• 所有者情報

（氏名［法人の場合はその名称及び代表者氏名］、
住所等）

• 権利設定の当事者の情報
（氏名［法人の場合はその名称及び代表者氏名］、
住所等） 等

原則として農地台帳及び農地に関する地図から利
用状況調査に用いる図面等を作成し、農業委員会
の管内の全ての農地を対象に、一筆ごとに現地確
認を行う。
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１－①－４ 農地の権利取得手続｜農地法第３条許可申請について

農地法第３条許可申請書
（計10枚程度）

・ ・ ・ ・ ・ ・
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１－①－５ 農業委員会関係手続｜利用の状況の現地調査（利用状況調査）

原則として農地台帳及び農地地図を使用し、一筆
ごとに調査。調査結果を農地情報公開システム等
で整理。

年１回（毎年8月頃）、適当な範囲の区域ごとに担
当する農地利用最適化推進委員等を定めて調査を
実施。
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１．各制度の農地管理の現状について
② 経営所得安定対策等



１－②－１ 経営所得安定対策等｜制度の概要

○ 畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）及び米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）について、担い手（認定農業者、集落営農、認定新
規就農者）に対して直接交付（いずれも規模要件なし）。

〇 水田活用の直接支払交付金は、米政策改革の定着に向け、食料自給率・自給力の向上に資する飼料用米、麦、大豆等の戦略作物の本作化とともに、
産地交付金により、地域の特色ある魅力的な産品による産地の創造を支援。

諸外国との生産条件の格差による不利がある畑作物を生産する
農業者に対して、経営安定のための交付金を直接交付します。

畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）

経営所得安定対策等推進事業等

水田活用の直接支払交付金
米政策改革の定着に向け、食料自給率・自給力の向上に資する
飼料用米、麦、大豆等の戦略作物の本作化とともに、産地交付
金により、地域の特色ある魅力的な産品による産地の創造を支
援します。また、高収益作物の導入・定着を促進するための支
援を新設します。

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの令和元年産
収入額の合計が、過去の平均収入である標準的収入額を下回っ
た場合に、その差額の９割を、対策加入者と国が１対３の割合
で拠出した積立金から、補塡します。

農業再生協議会が行う水田フル活用ビジョンの作成・周知や経
営所得安定対策等の運営に必要な経費を助成します。また、申
請手続の電子化を支援します。

経営所得安定対策等の実施体制

市町村

認定農業者・集落営農・認定新規就農者・販売農家

国（県域拠点等）

営農計画書・交付申請書等
の受付、内容の審査、生産
実績数量情報等のシステ
ム入力（交付金額の算定）、
立入調査 等

農業者の
指定口座

地域農業再生協議会

・水田フル活用ビジョンの検討・作成
・対策の普及・推進活動
・対象作物の作付面積の確認
・システム入力（申請者情報、面積情報）

等

営農計画書・
交付申請書・
確認結果
データ等

都道府県農業再生協議会
【県、県農業団体、実需者、農業会議等】

・都道府県への意見具申
・対策の普及・推進活動 等

営農計画
書・交付
申請書等

経営所得安定対策等推進
事務費の申請・受付

【市町村、農協、共済組合、
農業委員会、担い手農家等】

・対策等の普及・推進活動
・交付金額の確認、支払決裁、交付金振込処理 等

国（地方農政局等）

都道府県
・水田フル活用ビジョン
の作成
・対策の普及・推進活動

等

経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の実施に当たっては、各地域で農業再生協議会を設立し、対策の普及・推進活動、対象作物の作付面積等の確認等を行います。
また、関係者が一丸となって地域農業の方向付けを行っていけるよう、戦略作物助成の対象作物の需要に応じた生産振興をはじめ、担い手の問題、農地の問題を合わせて議論し、行

政と農業団体、担い手農家等が協力して推進する体制を整備しています。

地域農業再生協議会

交
付
金
交
付

9



10

１－②－２ 経営所得安定対策等｜業務フロー

申請書類（営農計画書、交付申請書等）を受理
農業者からの申請

地域農業再生協議会にて
申請内容確認

地域農業再生協議会にて
現地確認

地方農政局等にて審査

農業者への支払い

現地確認の実施
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１－②－３ 経営所得安定対策等｜筆単位の情報が活用される例

申請書類（営農計画書、交付申請書等）を受理 現地確認の実施

営農計画書における、農地に関する情報

・地名、地番
・面積（本地・作付）
・作期
・作物
・品種
・地権者
・耕作者
・作付目的（販売or自家消費）
・交付対象区分

・・・・etc

※ 地域農業再生協議会個々に様式が異なるため
農地に関する情報も、個々に異なる状況

→計16項目（国の標準様式の場合）
農地を100筆耕作している場合、1,600項目の記
入・確認

現地確認の野帳における、農地に関する情報

・地名、地番
・面積（本地・作付）
・作期
・作物
・品種
・生産状況（適、良、不良等）
・写真撮影

・・・・etc

※ 地域農業再生協議会個々に現地確認の手法が
異なることから、個々に異なる状況

※ 営農計画書をコピーして使用している場合、現
地確認用地図に直接記入している場合あり

→計５項目程度
現地確認の件数の例：
佐賀県S町約23,000筆、岡山県S市約3,000筆
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１－②－４ 経営所得安定対策等｜A. 営農計画書について

地域農業再生協議会独自の営農計画
書には、複写式を導入し、農業共済の
申請関係書類等と兼用にしているもの
もある。

農業者には、前年度の情報を印字して配布。農業者は
変更のあった部分を修正し、地域農業再生協議会に提
出する場合が多数。仮に新たに20筆の農地を耕作する
場合、20筆分の情報を手書きで記入。

営農計画書の国の標準様式
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１－②－５ 経営所得安定対策等｜B.現地確認について

現地確認の際、営農計画書と実際のほ場の状況を確認し、その結
果を確認野帳等に記録。営農計画書と差異があった場合は、農業者
に状況を確認。
佐賀県S町では約23,000筆、岡山県S市では約3,000筆を現地確認。

作物の作期に併せ、年間２～３
回、地域農業再生協議会の担当
者が現地確認を実施。
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