
農地中間管理機構を活用し、農地集積を図るとともに、集落営農の組織化に知見のある者の派遣や合意形成への支援、新設

した集落営農組織が行う農業用機械整備への支援など、県単事業等によりプランを実現化。 １６

６－① 岐阜県郡上市大和町 下栗須地区の取組

５年以内、10年以内に耕作できなくなる農地を図示し危機感を共有し、地域の農

業を継続して担う集落営農法人の設立に向けた合意形成を進めた。また、市は、制

度説明や農地の出し手からの相談窓口となり、県、JAとの連絡調整を行った。

○担い手への集積率：[取組前]0％(0ha)⇒[取組後]46％(12ha)
○集落アンケートにより、５年以内、10年以内に営農が困難となる農地を明確化。
○新たに（農）ファットリエを設立し、中心経営体に位置づけることで、地域農業を後継。

取組の成果

取組のポイント

条件不利地域で、新たに集落営農法人を設立し、農地集積を実現

（岐阜県郡上市大和町下栗巣地区）

県、市、JAによる推進チームを結成し、自治会の協力を得て、話合いを推進。

旧大字単位をエリアとして、耕地面積26ha、集落内戸数53戸、農家数49戸、農家（世帯主）の平均年
齢67歳、水稲中心の個別経営が多く、高齢化により後継者が不足していた。中山間地域。

地域の概要

関係機関が連携して推進チームを結成し、将来の耕作放棄地を見える化

地域住民の理解・協力を得るため説明会を実施

地域の営農を継続的、安定的に行うためには、地域住民の理解と協力が不可欠で

あることから、営農組織の体制・営農計画等を作成し、全住民へ説明会を開催した。

県事業等を活用し、プランを実現化

やまとちょう しも くりすぐ じ ょ う し

地区の５年後、10年後の農地利用と
現状の土地利用を検討

法人化
機構の
活用

<人・農地プラン基礎データ>
作成予定地域数：２３
作成済地域数：１５
27年度見直し地域数：１

岐阜県郡上市



○プランがスタートした2014年頃は、市農林課が主導し、各地区プランを策定した。しかし見直す地区もあれば手付かずの地区もあるなど
温度差があり、プランそのものの認知度も低かった。
○ 2017年8月、県農業会議が進める「新・ぎふ農業委員会活性化大作戦」の目標の一つに、プランを年1回以上見直すことが掲げられた。
大垣市農業委員会はこれを受けてプランを軸とした活動の強化を決め、市農林課やJAも巻き込んで、市内20地区(JA支店単位)で既に策定
されたプランごとに検討会の設置に至った。
○ 検討会のメンバーは、農業委員・推進委員、農事改良組合長、担い手など農業者が主体。ほぼ全ての地区で農業委員・推進委員が会長、
副会長に就き、リーダーシップを発揮している。事務局をJAの支店に置き、同委員会事務局や市農林課、JAが参加し、円滑な組織運営を
支える。
○ 検討会の目的は、プランの見直しではなく、あくまでもプランを継続的に見直す素地をつくり、プランに基づき地域の持続可能な農業へ
の取り組みにつなげることである。検討会規約には年1回以上の開催を明記している。
○ 2018年度は各地区の農事改良組合に所属する耕作者や農地所有者を対象にアンケートを行い、農業経営や農地利用の意向、地域農業の課
題を把握した。そうした地域の状況把握に基づき地区検討会で協議し、全地区のプラン見直しを行った。市全体で足並みをそろえ、より地
域の実情に合ったプランを練るために再スタートを切った。
○ 2019年度は、新たに国が示す調査項目に基づき、耕作者の年齢、後継者の有無、各筆意向等を実施。また地域における円滑な話し合いを
進めるため、全地区検討会の役員･事務局を集めた情報交換会を開催した。

【農業委員会の体制】（平成29年7月20日移行）
〇新体制：農業委員19人、農地利用最適化推進委員11人、事務局職員４人
〇旧体制：農業委員24人、事務局職員４人

〇大垣地域・墨俣地域はほぼ平坦農地、上石津地域は中山間農地となって
おり、水稲等の土地利用型農業が中心となっている。合併により行政の農
業に関する窓口は統一されているが、地域の窓口でもあるJAは、旧市町ご
とに管轄が分かれており情報の収集や方針などが若干異なっている。

〇2018年に市内20地区(JA支店単位)で既に策定されたプランごとに検討
会を設置し、関係組織・団体の協力のもと、プランの見直しを進めている。
今後は各地区での話し合いの単位を集落ごとに細分化し、各機関との連携
を図りながら、さらに地域に入り込んだ議論を目指している。

１ 地区の特徴・状況、課題

２ 活動状況と今後の課題

岐阜県大垣市農業委員会

３ 人・農地プラン実質化に向けた活動（農地利用の最適化の推進の取組と工夫）

１７

６－② 岐阜県大垣市 大垣市農業委員会の取組



１８

６－③ 愛知県名古屋市港区 南陽地区の取組

・名古屋市港区南陽地区の水田地帯は、地区のほぼ全員がＪＡに農作業を委託する「集団栽培」が行わ
れてきた特色ある地域である。
・こうした中、農地中間管理事業制度の発足に合わせて、地域農業の更なる安定的発展のための受け皿
としてＪＡ出資法人（㈱ＪＡ名古屋ファーム）が平成28年10月に設立され、市・農地委員会・ＪＡ・
地元土地改良区の協力、連携により利用集積が進められた。
・平成29年末現在で、南陽地区約300haの農地のうち、約167ha（すべて新規集積）が㈱ＪＡ名古屋
ファームに集積された。

・平成28年６月から人・農地プランの話合いを、南陽地域の
７つの区域ごとに実施。
・この地区の話合いに、名古屋市、市農業委員、地元土地改
良区、ＪＡ、県、中間管理機構の関係者が出席し、㈱ＪＡ名
古屋ファームを新たな担い手とする利用集積計画案を説明。
・平成28年度に人・農地プランの中心経営体に㈱ＪＡ名古屋
ファームを位置付けるとともに、中間管理事業による貸借手
続きを進めた。
・今後は、未設定の地権者への働きかけを継続し、すべての
地権者から同意を得て300ha一体となって農地の保全に努め
ることとしている。

管内の状況と特徴

取組の手順と今後の活用

○地域の合意形成によりＪＡ出資法人名古屋ファームへ一元的集約した事例
（名古屋市港区南陽地区）



１９

６－④三重県伊賀市 人・農地プラン検討会議の取組

伊賀市人・農地プラン検討会議

１ 概要

２ 取組のポイント

・伊賀市人・農地プラン検討会議は、人・農地プランの作成・見直しに向けた取組を構成機関が連携し総
合的に支援すること及び、集落・地域で話し合われた内容を基に作成されたプラン原案の妥当性等を審
査・検討するために平成24年６月に伊賀市が設置しました。
・特に、農地中間管理事業が始まった26年度からは、機構事業を活用した人・農地プランの実行を推進し
ています。
・同会議の事務局である伊賀市農林振興課では、「プランは、地元の人たちが作り、自らが守るもの」と
の方針の下、関係機関への連絡調整を行うとともに、地元への農地中間管理事業の説明や代表者への指
導・助言を粘り強くかつきめ細かく行いました。
・この結果、平成27年度は10の人･農地プランに基づき、323haの農地を機構事業の活用に結びつけまし
た。

・ 同会議は、JA、農業委員会、認定農業者協議会等の市内にお
ける全ての農業関係機関で構成されており、明確な役割分担の下、
機構事業活用を前提とした人・農地プランの作成・見直しを推進
してきました。
・ 同会議は、実質的な話し合いの単位である集落を基本に集落主
導の話し合いを推進するとともに、話し合いの深度が深まるよう、
指導・助言と進捗管理を実施しました。
・ また、話し合いに当たっては、各人・農地プランエリア内の農
地一筆毎に今後のあり方について検討を行い、実効性のあるプラ
ンとなるよう助言してきました。 【農地中間管理事業説明会の様子】



６－⑤ 三重県玉城町 原地区の取組

遊休農地を集約して7.3haのキウイ団地が誕生
○三重県玉城町原地区

た ま き ち ょ う は ら

① 県から町に、キウイフルーツ産地化適地の選定依頼があったことから、本地区が候補に選定され、県内でミニトマト

を栽培するＡ農園が参入を希望した。

② 地区の地権者を対象にした説明会を重ねて貸借期間や賃料を統一することとし、区役員、農業委員・農地利用最適

化推進委員、人・農地プラン関係者が地権者と個々に協議した結果、全地権者の意向が固まり、産地化が決定した。

③ 参入予定のA農園と協議しながら、農地耕作条件改善事業により必要な条件整備を実施し、農地バンクが地権者52

人が所有する102筆の農地を１つの団地に集約したことで、高収益作物であるキウイへ転換され、地域ブランド化への

取組の後押しとなった。

遊休農地 4.6haを解消

地権者52人の所有する102筆・7.3haを

１団地に集約化

出し手「承継先を探していたが担い手

に引き継ぐことができた。」

農地バンク
活用面積

借入面積 7.3ha

転貸面積 7.3ha

新規集積面積 7.3ha

地区内農地面積 7.3ha

集積面積・集積率 0.0ha(0%) 7.3ha(100%)

遊休農地面積 4.6ha 0.0ha

取組の内容

「取組のポイント」

かつて次郎柿を栽培していた遊休農地を集積・集約してキウイの持続的な生産を目指す

農業委員・最適化推進委員、人・農地プランの関係者が連携して集落内の協議を実施

中山間地域に位置する戦前に開墾された畑地で、昭和40年代まで桃が栽培され、その後、柿への転換が図られたが

農家の高齢化とともに果樹栽培が一部残るものの遊休農地が増加していた。

地区の概要 取組の成果

バンク活用前 バンク活用後

基盤整備

【 現在の農地の様子 】

A農園

中山間 プラン

経営転換協力金活用

遊休農地
２０



７．実質化された人・農地プランの作成の留意事項

２１



７－① 実質化された人・農地プラン １（必須項目）

市町村名
対象地区名
（地区内集落名）

作成年月日 直近の更新年月日

〇〇市
〇〇地区

（Ａ集落、Ｂ集落、Ｃ集落）
〇年〇月〇日 〇年〇月〇日

①地区内の耕地面積 〇〇ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 〇〇ｈａ

③地区内における〇才以上の農業者の耕作面積の合計 〇〇ｈａ

ⅰうち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 〇〇ｈａ

ⅱうち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 〇〇ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 〇〇ｈａ

（備考）

１ 対象地区の現状
◎中心経営体がいない。

作成のポイント！
④の面積は、中心経営体が決まらない

又は見込めない場合は、Ohaでも構いま
せん。

注１：③の「〇才以上」には、地域の実情に応じて、５～
10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載
します。
注２：④の面積は、下記の「（参考）中心経営体」の「今
後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計か
ら「現状」欄の「経営面積」の合計を差し引いた面積を
記載します。
注３：アンケート等により、農地中間管理機構の活用や
基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災
害対策等に関する意向を把握した場合には、備考欄に
地区の現状に関するデータとして記載してください。
注４：プランには、話合いに活用した地図を添付してくだ
さい。

（備考）欄も、農家の意向がなければ無
理に書く必要ないです。

実質化された人・農地プラン

◎地図に表そうにもほとんどの農家が高
齢化している。

作成のポイント！
一筆ごとに地図に記載していく必要は

ありません。
例えば、「この地区で耕作している方

の８割が〇才以上で後継者がいません」
といったように書き込むことでも十分で
す。手書きの色塗りでもかまいません。

〇〇地区
耕作者の８割が
〇才以上で後
継者が未定

〇〇地区
耕作者の８割が
〇才以上で後
継者が未定

人・農地プランの具体的な進め方について 参考様式

２２



２３

＜参考＞実際に地域の話合いに使用された地図（手書きサンプル）

〇〇地区
耕作者の○割が70才以上で
後継者が未定



７－② 実質化された人・農地プラン２、３（必須項目）

２ 対象地区の課題

今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積よりも、〇才以上で後継者未定の農業者の耕作面積の方
が、Ａ集落では〇ha、Ｂ集落では〇ha多く、新たな農地の受け手の確保が必要。

３ 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

Ａ集落の農地利用は、中心経営体である認定農業者ａが担うほか、入作を希望する認定農業者や認定新規就
農者の受入れを促進することにより対応していく。

Ｂ集落の水田利用は、中心経営体である〇〇営農組合や認定農業者ｂが担い、樹園地利用については中心経
営体である認定農業者ｃと基本構想水準到達者ｄが担っていくほか、認定新規就農者の受入れを促進することで
対応していく。

Ｃ集落の水田利用は、中心経営体である△△営農組合が担い、畑利用については中心経営体である認定農業
者ｅ、ｆと認定新規就農者ｇが担っていく。

◎担い手が少なかったり、耕作条件
が悪いため書きようがない。

作成のポイント！
「担い手の数が十分とはいえないが、
集落として後継者を含む担い手の確
保に取り組めていない」
など、話合いで明らかになった課題
を記入。

◎集約化する中心経営体が把握でき
ていないから方針が立てられない。

作成のポイント！
地域の実情に応じて柔軟に設定して
いいんです。
例えば、
「集落単位での担い手確保、農地の
集積に向けた取組を進める。」

「地区として新たな担い手を確保す
るため、定年就農者や新規就農、移
住者の受け入れ態勢の整備を行
う。」
など、話合いの結果として得られた
方向性を記入。

注１：中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成すること
を想定していますが、その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２：「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積
を行うことが確実と市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している
経営体等が位置付けられます。

注：「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

２４



７－③ 実質化された人・農地プラン 参考 （任意項目）
（参考）中心経営体

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲

その他

計 0人 0ha 0ha

注１：「属性」欄には、個人の認定農業者は「認農」、法人の認定農業者は「認農法」、認定新規就農者
は「認就」、法人化や農地集積を行うことが確実であると市町村が判断する集落営農は「集」、基本構想
水準到達者は「到達」と記載します。
注２：「今後の農地の引受けの意向」欄については、現状からおおむね５年から10年後の意向を記載し
ます。
注３：「経営面積」欄には、プランの対象地区内における中心経営体の経営面積を記載します。

任意記載事項なので、必ずしも欄を埋め
る必要はない。

◎後継者や新たな担い手が参入するまでの間、地
域の農地の担い手として耕作を継続する意思のあ
る農業者を「中心経営体」とすることはできます
か。

作成のポイント！
地域の話し合いで、中心経営体として位置付け

ることができます。「集落の現状」として、「担
い手等が確保されている」と考えられる場合に、
その「担い手等」として、「耕作を継続してい
く」意向を示した農業者等であり、そのことが集
落で話し合って決められていることから、認定農
業者、認定新規就農者など担い手の4類型のいずれ
かに該当しなくても、「中心経営体」と判断でき
ます。

２５

◎養鶏や養豚など農地利用を行わない農業者も、
話合いに参加してもらって、「中心経営体」とす
る必要がありますか。

作成のポイント！
農地を利用しない農業者もアンケート等で事業

の継続が見込まれる場合は、必ずしも話合いに参
加してもらわなくても、中心経営体として位置付
けることができます。
できれば話合いに参加してもらって下さい。



７－④実質化された人・農地プラン ４（任意項目）

４ ３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

例 農地の貸付け等の意向
貸付け等の意向が確認された農地は、〇筆、〇〇〇〇㎡となっている。

例 農地中間管理機構の活用方針

〇〇地区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、
出し手・受け手にかかわらず、原則として、農地を機構に貸し付けていく。

中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、機構
の機能を活用し、農地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることがで
きるよう、機構を通じて中心経営体への貸付けを進めていく。

例 基盤整備への取組方針

農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため、〇〇地域において、農地
の大区画化・汎用化等の基盤整備に取り組む。

例 作物生産に関する取組方針

米、麦などの土地利用型作物についてはブロックローテーションに取り組むとともに、
土地利用型作物以外に、〇〇地区を中心に収益性の高い〇〇や〇〇などの園芸作物
の生産や、特産加工に向けた〇〇の生産に取り組む。

例 鳥獣被害防止対策への取組方針

地域による鳥獣被害対策の集落点検マップ（侵入防止柵や檻の設置状況、放置果
樹や目撃・被害発生場所等）づくりや捕獲体制の構築等に取り組む。

例 災害対策への取組方針
水害、寒乾害、高温害等の被害防止のため、〇〇や〇〇などに取り組む。

◎話し合って意見は出たけど、意見はあったけど取
組むかまでは決まっていない。

作成のポイント！
全ての項目を記載する必要はありません。

決まっていなくて、「・・・地区の基盤整備を行
うかどうかを検討する。」
など、地域で話し合ったことを記載し、変化に応

じて見直していけばいいんです。

市町村は、プランの情報を、県をはじめ土地改良
区、JA、機構と共有していただくことで、必要な補
助事業へのエントリーや地区選定の検討に利用する
ことができます。

任意記載事項なので、必ずしも欄を埋め
る必要はない。

２６



７－⑤ 実質化された人・農地プラン 参考（任意項目）

（参考）農地の貸付け等の意向（任意記載事項）

農地の所在（地番）
貸付け等の区分（㎡）

貸付け 作業委託 売渡

１ 〇〇町〇〇番 〇〇〇〇

２ 〇〇町〇〇番 〇〇〇〇

３ 〇〇町〇〇番 〇〇〇〇

４ 〇〇町〇〇番 〇〇〇〇

５ 〇〇町〇〇番 〇〇〇〇

６ 〇〇町〇〇番 〇〇〇〇

計 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

◎すぐには貸せないけど貸付けの意向がある農地がある
けど、どうすればいいの。

作成のポイント！
農地の借受者が見込まれない場合であっても、貸付け

を希望する農地があれば記入してください。

このプランの情報は、市町村・農業委員会と農地中間
管理機構が一体となって、農地を探している農業者や新
規就農へのあっせんや、集積に応じて地域の活動費に使
える地域集積協力金の実施に活用されます。

注：農業委員・農地利用最適化推進委員が農地の貸付け等の意向を確認し
た面積を農地利用最適化交付金の 成果実績払いの対象とする場合には、
人・農地プランにおいて地番、面積を記載することが必要です。

任意記載事項なので、必ずしも欄を埋め
る必要はない。

（留意事項）
本様式をそのまま公表様式として活用する場合には、中心経営体の氏名等特
定の個人が識別される情報が含まれることから、本人の同意を得る等個人情報
保護条例等に抵触しないよう留意してください。
なお、本人の同意が得られない場合には、その方の氏名を伏せるなど、個人
が識別されないよう留意してください。

２７



この資料についてのお問合せ先

東海農政局 経営・事業支援部
担い手育成課

電話：052-715-5191（直通）
FAX：052-201-1703

２８


