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花巻市について １
1. 花巻市は、岩手県のほぼ中央に位置し、

西側には奥羽山脈、東側には北上高地
の山並みが連なり、その間を北上川が
流れる肥沃な北上平野に位置している。

2. また、岩手県内唯一の花巻空港があり、
東北新幹線新花巻駅や東北自動車道、
東北横断自動車道などの高速交通網が
整備されるなど、北東北の高速交通網
の結節点という極めて恵まれた拠点性
を有している。

3. 気象は、気温較差が大きく降水雪量が
比較的少ない北日本太平洋岸内陸性気
候で年平均気温は１０．３℃である。
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花巻市について ２
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花巻市について ３
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花巻市について ４
○ 花巻市は、農地中間管理機構の活用において、岩手県内トップ、全国でもトップクラスの実績を誇る。

（機構への累計貸付面積（H30年度末）：4,791ha（県全体の32％））
○ 農地中間管理事業の活用を中心に担い手への農地集積も順調に進み、担い手への集積率は60%を超えている。

（平成30年度末現在）

機構活用実績・担い手への農地集積率の推移
(ha)

機構集積協力金の交付実績

4



花巻市について ５
○ 東北地域の自治体・JAで初めてRTK-GPS地上基地局を独自に設置し、市内の北上川沿いの平場地域を受信対象とした。

（H28：3基、H29：1基、計4基体制）
○ スマート農業機器の導入に対して、平成29年度より市単独事業にて支援を開始。
○ 平成29年度より「農業生産革新実証事業」と称して実証試験や実演会、研修会等を積極的に開催。

RTK-GPS自動操舵システムによる大豆
施肥、播種の高精度化実証試験

ロボットトラクターによる農作業実演
会
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農地関連情報について
１．水田データ（再生協議会：花巻市農業推進協議会）

水面面積（水張面積）、作物共済と一体化帳票

営農情報が中心（経営者（耕作者）、面積、作物）、水田・一部畑

２．農地台帳（花巻市農業委員会）

農地面積（登記簿面積）

土地所有者、利用権者、面積、地目（現況・登記）、水田・畑

３．農業振興地域データ（花巻市農林部）

農振農用地区域、中山間交付金、多面的交付金、機構受け手
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花巻市農業推進協議会について １
○平成２３年度 既存の花巻地方担い手育成支援協議会と花巻地方水田農業推進協議会を

統合し、花巻市農業推進協議会（農業再生協議会）を設置し、農協・市のワンフロア化による

一元的な支援指導体制を構築

花巻市農業推進協議会

構成団体（団体長等）
・花巻農協・花巻市・農業委員会
・農業共済組合
・農家組合協議会
・花巻市農業振興公社
・花巻市認定農業者協議会

■幹事会（部課長等）
・花巻農協・花巻市・農業委員会
・農業共済組合・県農林振興センター
・普及センター・花巻市農業振興公社
・需給調整検討委員会（認定方針作成者）

【目的】・経営所得安定対策等を推進するため、行政と農業者団体等の連携体制の構築
・戦略作物の生産振興や地域農業の推進
・農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用、担い手の育成・確保

○事務局 ・花巻農協５名（うち専任３名）・花巻市４人
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花巻市農業推進協議会について ２
○花巻市農業推進協議会の前身の花巻地方水田農

業推進協議会について

・平成１５年に現在の花巻市のエリアをカバーする花

巻農業協同組合と当時の１市３町（花巻市、大迫町、

石鳥谷町、東和町）で水田農業構造改革対策に向

け設立。

・協議会は、農業者団体が主体となり、広域組織とし

て設立。

・事務局体制は、花巻農業協同組合営農部が担当、

市町村は農地情報の入力部分を担当
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花巻市農業推進協議会について ３
○花巻市農業推進協議会（農業再生協議会）の主な事業
１ 経営所得安定対策推進事業

（１）制度説明（制度概要、変更点）、指導・助言

（２）各種申請書の配布・回収、申請手続きの支援

（３）対象作物の作付状況確認（現地確認）

（４）産地交付金に係る農業者への交付金額の算定

（５）制度の実施に必要となる情報を農政局県拠点へ提供

（６）水田台帳システム・マッピングシステムの整備

（７）需要に応じた作物の生産方針等の作成

（８）集落営農の法人化並びに経理指導

（９）農地利用集積円滑化に必要な活動

（10）人・農地プラン（地域農業マスタープラン）の実践
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花巻市農業推進協議会について ４
○花巻市農業推進協議会（農業再生協議会）の主な事業
２ 担い手育成支援対策

（１）担い手支援活動（コーディネーターの配置）

（２）愛農土塾・集落型経営体研究会等の開催（個別担い手・組織担い手への研修会）

（３）個別担い手、認定農業者への支援（認定農業者への誘導、ゲタ・ナラシ対策の手続き支援）

（４）組織担い手への支援（法人化支援、ゲタ・ナラシ対策の手続き支援）

（５）経営所得安定対策等交付申請等の各種手続き支援

（６）農業簿記記帳代行システム・農業経営管理支援システムの支援

（７）営農支援活動（新技術の情報・優良事例情報の提供、指導・助言）

（８）新たな人材の育成・確保（新規就農者、若手農業者等の育成）

（９）農地の利用調整活動（農地パトロール支援、低利用水田の解消推進）
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花巻市農業推進協議会について ５
○花巻市農業推進協議会（農業再生協議会）の主な事業

３ 人・農地プランの実践

（１）人・農地プランの基礎となる集落営農ビジョン見直し支援

４ 水田農業の推進方針の対応

（１）水田農業の推進方針の作成及び推進（水田農業ビジョンの更新）

（２）主食用米の生産目安の設定

（３）地域水田活用計画の作成及び推進

（認定方針作成者と連携し主食用米と転作作物の作付計画の取りまとめ）
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１．水田データ（再生協議会）１
再生協議会（花巻市農業推進協議会）

①水田台帳管理システム（独自開発システム） ：営農計画書として農業経営者が提出

②営農計画書と農作物共済と一体化帳票 ：紙ベース（押印）と必要データの電子ファイル

③地図システムに別途データをコンバート ：営農計画で仮想分筆等した場合別途作業で図面化

④加工用米、飼料用米 ：一括管理と部分管理、一括管理の作物は水田データに反映できない

⑤農地の一筆と現状が合致しない場合がある

一筆が現状複数の水田に畦畔で区部されているもの、作物の複数栽培等

⑥経営者の水田データとなる ：利用権設定以外に特定農作業受託を行っている農地を含む

⑥基盤整備事業の一時利用指定地について反映させている

⑦水田データは水面面積

⑧経営所得安定対策等 加入申請等別途処理
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１．水田データ（再生協議会）２
水田台帳について（花巻市農業推進協議会）

○市内の農業者の申請に基づき、農業者ごとの水田面積、作付作物等に関する情報

○花巻市農業推進協議会が経営所得安定対策等の基礎資料として作成

（水田活用の直接支払交付金、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）の基礎資料）

○水田台帳の整備

①毎年、水田の異動調査を１２月に行い、次年度の水田台帳を整備（水田異動調査票）

②主食用米の生産目安に基づく１次営農計画を２月整理（第１次申請）

③経営所得安定対策等の交付金にかかる営農計画兼水稲共済申告４月（第２次申請）

④転作現地確認事務の営農計画兼確認野帳７月申請（第３次申請）
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１．水田データ（再生協議会）２－１
①毎年、水田の移動調査を１２月に行い、次年度の水田台帳を整備（水田異動調査票）
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処理状況
①処理人数 ７人
②処理時間延べ

約５２０時間
③書類の枚数

約１０，２００枚
Ｐ１８参照

※入力画面Ｐ１９～２１



１．水田データ（再生協議会）２－２
②主食用米の生産目安に基づく１次営農計画を２月整理（第１次申請）
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処理状況
①処理人数 ７人
②処理時間延べ

約５２０時間
③書類の枚数

約１１，０００枚
Ｐ１８参照

※入力画面Ｐ１９～２１



１．水田データ（再生協議会）２－３
③経営所得安定対策等の交付金にかかる営農計画兼水稲共済申告４月（第２次申請）
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処理状況
①処理人数 ７人
②処理時間延べ

約６１６時間
③書類の枚数

約１１，７００枚
Ｐ１８参照

※入力画面Ｐ１９～２１



１．水田データ（再生協議会）２－４
④転作現地確認事務の営農計画兼確認野帳７月申請（第３次申請）
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処理状況
①処理人数 ３人
②処理時間延べ

約４８０時間
③書類の枚数

約２４，４００枚
Ｐ１８参照

※入力画面Ｐ１９～２１



１．水田データ（再生協議会）２－５
水田異動申告書、営農計画書（申請書）
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１．水田データ（再生協議会）３
水田台帳管理システム（独自開発システム）

①農業者から提出された営農計画書（異動申告書、第１～３次申請）により作成

②農家台帳管理

③農地台帳管理

（耕作面積を管理）
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１．水田データ（再生協議会）３－１
水田台帳管理システム（農家台帳管理）
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１．水田データ（再生協議会）３－２
水田台帳管理システム（農地台帳管理）
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１．水田データ（再生協議会）４
地図システム（NTTデータ）

地図システムに水田データをコンバート
マッピング図面（地割地番全体）

マッピング図面（耕作者名追加）

マッピング図面拡大（耕作者名追加）
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処理状況
①処理回数 ３回程度
②処理筆数

１１８，８３８筆
③処理時間

通常全体 約１５分
特殊処理 ４８時間

④主な使途
１ 現地確認
２ 土地利用調整
３ 担い手支援



２．農地台帳（花巻市農業委員会）１
農業委員会（花巻市農業委員会）

①農地台帳システム（国補助事業導入したもの）

農地台帳システム更新に向け新システム検討中

②土地所有者、土地貸借状況、面積（登記簿面積）、地目、農振農用地

土地貸借状況 形態、耕作者、期間、賃借料

③農地ナビへ別途データを入力する必要がある

住基、固定資産データとの初期マッチング、

毎年の更新、処理速度等運用に課題がある
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２．農地台帳（花巻市農業委員会）２－１
農業委員会（花巻市農業委員会）

①農地台帳システム（国補助事業導入したもの）

世帯台帳

経営農地総括表（世帯）
経営農地筆別票
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２．農地台帳（花巻市農業委員会）２－２
農業委員会（花巻市農業委員会）

農地ナビ
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３．農業振興地域データ（花巻市農林部）
農林部（花巻市農林部）

①農地情報システム

農業振興地域整備計画の土地利用計画（（株）パスコのシステムで管理）

②農業振興地域整備計画の土地利用

農業振興地域整備計画の土地利用の農用地区域の一筆データ

③農地情報システムへの追加予定データ

・中山間地域等直接支払制度対象農地 旧システムから新システムへ移行中

・多面的機能支払対象農地 旧システムから新システムへ移行中

・農地中間管理機構借受者農地 表計算ソフトで管理から新システムへ構築中
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３．農業振興地域データ（花巻市農林部）
農林部（花巻市農林部）

農地情報システム（農業振興地域整備計画（（株）パスコのシステムで管理））
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農地地図について
１．農業構造改善事業等による導入（花巻市農業推進協議会：ＮＴＴデータ）

営農情報中心 経営者（特定農作業受託含む）、面積、作物

基盤整備事業の農地形状の変更の反映に時間を要する

２．農地ナビ（花巻市農業委員会）

農地面積、土地所有者、貸借状況、地目（現況・登記）の入力が必要

３．土地改良事業等による導入（土地改良区等：水土里情報システム（地図情報システム））

水田、水路、道路、面積、土地所有者、貸借情報（土地改良区独自項目）

４．行政農地地図システム（新システム：（株）パスコ、旧システム：アルファックス（株））

農振農用地区域、中山間交付金、多面的交付金、機構受け手
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農地関連情報と事務作業の課題 １
◎課題

・水田データは当該年の農地関連情報を営農計画の変更等時点修正しながら使用している

・水田データ、農地地図システムはそれぞれの目的により導入されておりデータ入力必要

・水田台帳管理システム等のシステム更新時期の調整

・自給的農家の営農計画書の提出が少ない

・他市町村への出作地の地図情報がない（市内への入作者情報は、農業委員会で把握）

・各データの一筆情報の突合が困難な場合がある（所在地情報、面積等（一時利用指定等））

・農地関連情報と農地地図システムが縦割りで運用されており総合的な利用が困難

・各データをレイヤー情報として重ねて活用するための調整が困難

（人・農地プランや農協の集落（地域）営農ビジョンの見直しの資料として活用したい）

・スマート農業導入に伴い、経営体への営農情報活用に向けた情報提供、営農計画のフィードバック
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農地関連情報と事務作業の課題 ２
◎行政、農業団体、再生協議会等と個人情報保護との関係

・営農計画書は水田毎に作物名が記載されるが、一筆に複数の水田がある場合、仮想分筆

・営農計画書については個人情報の利用について承諾をとっているが行政組織の場合、行政

として保持しているデータは基本的に行政内部で使用する、行政内部であっても個人情報に

ついては担当部署と協議のうえ利用範囲を限定して利用している

・課税情報など個人情報の組織間、組織内担当部署間の調整が困難

・再生協議会の事務体制 ⇒農業者団体が主体となり運営

（花巻市農業推進協議会＝農協、集荷団体等方針作成者と行政、関係団体 事務局：農協）
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農地関連情報と事務作業の課題 ２－１
◎個人情報保護との関係

花巻市個人情報保護管理規程（平成 18年１月１日訓令第 19号）（抄） 

 

（実施機関以外のものへの外部提供の手続） 

第７条 保護責任者は、条例第６条第１項ただし書の規定により実施機関以外のものに所管する個人

情報の提供をするときは、あらかじめ、当該提供を受けようとするものに個人情報目的外利用（外部

提供）申請書（様式第６号）を提出させなければならない。ただし、保護責任者が緊急かつやむを得

ないと認めるときは、口頭により申請を行わせることができる。 

 

２ 前項本文の規定にかかわらず、国又は他の地方公共団体が提供を受けようとする場合で、法令又は

他の条例（以下「法令等」という。）の規定に基づいて申請をするときは、当該法令等に定められた

様式によることができる。この場合において、法令等の規定に基づく外部提供の手続については、当

該法令等に定められた手続によることができる。 

 

３ 保護責任者は、前２項（前項後段に掲げる場合を除く。）の申請があったときは、あらかじめ、保護

管理者に協議したうえで、その可否を決定し、個人情報目的外利用（外部提供）可否決定通知書（様

式第７号）により通知するものとする。ただし、第１項ただし書の規定により行われた口頭による申

請に対しては、口頭により通知することができる。 

 

４ 保護責任者は、条例第６条第２項の規定により、個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情

報について使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いの

ために必要な措置を講ずることを求める場合は、前項の通知書に、次に掲げる事項を記載しなければ

ならない。 

(１) 個人情報の秘密保持に関する事項 

(２) 個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び損傷その他の事故の防止に関する事項 

(３) 個人情報の目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項 

(４) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項 

(５) 提供の条件に違反した場合における個人情報の使用停止に関する事項 

(６) 使用期間終了後の個人情報の返還義務又は廃棄義務に関する事項 

(７) 事故が発生した場合における報告義務に関する事項 

(８) 個人情報の保護に関する義務に違反し、又は怠った場合の損害賠償義務に関する事項 

(９) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項 

花巻市個人情報保護条例（平成 18年１月１日条例第 21号）（抄） 

 

（個人情報取扱事務の登録） 

第４条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別

に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が整理して記録され

た行政文書を使用するもの（以下「個人情報取扱事務」という。）を新たに開始しようとするときは、

あらかじめ、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿（以下「登録簿」という。）を作成し、

市長に届け出て、その登録を受けなければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様と

する。 

(１) 個人情報取扱事務の名称 

(２) 個人情報取扱事務を分掌する組織の名称 

(３) 個人情報取扱事務の目的 

(４) 個人情報の対象者の範囲 

(５) 個人情報の記録項目 

(６) 個人情報の処理形態 

(７) 個人情報の収集先 

(８) 個人情報を実施機関以外のものに経常的に提供する場合には、その提供先 

(９) その他規則で定める事項 

 

２～５（略） 

 

第５条（略） 

 

（利用及び提供の制限） 

第６条 実施機関は、個人情報（特定個人情報を除く。以下この条において同じ。）を取り扱う目的以外

の目的のために、個人情報を当該実施機関内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供し

てはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 

(１)～(５)略  

 

(６) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合において、事務の執行上やむを得

ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

 

(７)～(８)略 

 

２（略） 
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農地関連情報と事務作業の提案

・法人共通認証基盤の活用

・農地関連営農情報による経営所得安定対策等の国等への申請事務の自動化

・国による地図情報システムのプラットフォーム構築

・プラットフォームに地方自治体、農業団体等による地図情報のリンク一元化
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以上で説明を終わります。
ご清聴ありがとうございました。

ＭＥＭＯ
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