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合うと、
盛り上がるよ



地域の話合いにより担い手への農地の集積・集約化を加速させる観点から、大宗の地域
で人・農地プランを実質化させる取組を集中的に実施しています。

一方で、「農業者の高齢化や担い手不足等により将来の農地の受け手が見通せない。」
など話合いの機運に乏しく、実質化の取組を見送った地域も見受けられます。

１

１．将来の農地を託すプラン作成のススメ

このような地域こそ、地域の皆さんの意向をアンケートで把握、その結果を地図によ
り「見える化」して地域農業の点検を行い、地域が抱えている課題や地域の将来につい
て話し合っていただくことが重要です。

地域から出された意見を、市町村が中心となって人・農地プランにまとめることで、
農業関係機関が地域の抱える課題を共有でき、課題解決に活用できる事業の情報や支援
が受けられやすくなります。また、プランの見直しを行い、関係機関の協力を得ること
で、具体的に動き出すことができます。

市町村におかれましては、今一度、人・農地プランの必要性、実質化を要件とする各
種支援施策があることや、将来の担い手が見通せない地域でもプランの作成ができるこ
とを地域のリーダーや農地の守り手となっている農業者に伝えたうえで、検討に着手す
るよう働きかけをお願いします。



１ アンケート実施

２ アンケート結果を基に地図を作成

３ 地域の話合い

４ 話合い結果の取りまとめ・公表（実質化されたプラン）

２．人・農地プラン実質化の取組の流れ

◎高齢化により農業への関心が薄く、アンケート調査に協力しても
らっても地区内耕地面積の過半に達しない。

作成のポイント！
アンケート以外の方法で将来の農地利用の意向が把握できていれ

ば、それを使うことができます。
例えば、農業者の年齢と後継者の有無等を農地台帳等で整理され

ていれば、それを使えばいいんです。

◎後継者不足がほとんどで、地図を作成しても意味がない。

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十分です。

◎将来の農地を担う中心経営体はいないので作れない。

作成のポイント！
中心経営体だけでは農地を引き受けきれない場合、「将来方針」
として、担い手を限定しないで、地域外からの新たな人材の受入れ
等の方針を定めます。

対象地区内の耕地面積の少なくとも過半について、農業者（耕作者
又は地権者）の年齢と後継者の有無等をアンケートで確認。

１を地図化し、５年～10年後に後継者がいない農地の面積を「見える
化」し、話合いの場で活用。

１、２を基に、農業者、自治体、農業委員会、JA、土地改良区等の関係者
が話合いを行い、５年～10年後の農地利用を担う経営体（中心経営体）の在
り方を原則集落ごとに決めていく。
話合いに当たっては、市町村等の感染拡大予防対策等の最大限留意し、関
係者の聞き取りなど非対面型の集約を実施。

市町村は、農業者、農業委員会、JA、土地改良区、機構等で組織する検討
会を開催し、審査、検討の上、告示、インターネットにより公表。

次の地域の話合いのプロセスを一つ一つステップを踏んで作成された人・農地プランが「実質化された人・農地
プラン」になります。

◎コロナ感染症拡大の影響で、話合いができない。

作成のポイント！
例えば、「地区担当の農業委員、最適化推進委員や集落、自治

会などの世話役が代弁者となって少人数で話し合って進める。」
「方針（案）を配布して、電話や門戸訪問で意見を集約」など意
見が反映される仕組みであればOKです。
検討会の開催が、外出や会合の自粛で難しい場合は、構成員に

よる持ち回り開催（書面審査）もできます。

今は完成したプランでなくてもいいのです。
地域で話し合って、具体的な計画を追加するなど充実して

いくことが大切です。
２



３

３－① 地域への働きかけ（話合いの持ち掛け方）

◎地域の話合いを活発化させるためにはどうしたらいいの。
アンケートの調査結果や地図の活用はもちろんのこと、地域の方々の共通の課題をベース

に話合いを進めることも有効です。
例えば、個別農家では対応できない鳥獣害対策をベースに話合いを進めた場合には、柵を

作ったら何を栽培するのか、担い手をどうするのか、農地の集積をどうするのか、どう販売
するのか、基盤整備も進めるのかといった話合いにつながると考えます。（必要に応じて、
行政、農協や土地改良区などに参画してもらうことが大切）

◎地域でなかなか話合いを仕組めない。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組として集会等を自粛している地域もあるため、

まずは、地域の自治会長やリーダーなどに相談してみましょう。
また、鳥獣害地域対策協議会、生産部会など農業者が集まる機会があるので、各地域対策

協議会やJAの各地区担当にも協力してもらい、アンケート調査結果や地図を提供して検討す
る時間を割いてもらうことも有効です。また、複数の集落がある場合は、農業委員、農地利
用最適化推進委員など関係者による推進チームを作って対応することも効果的です。

次ページの＜新型コロナウイルス感染症の影響下での話合いの工夫事例＞



４

＜新型コロナウイルス感染症の影響下での話合いの工夫事例＞
〇 コロナの影響で参加者が少ない

― 事前にＪＡから感染防止に配慮して話合いを行うことを地元農業者に周知し不安を払拭―
三密回避のための広い会場の確保
消毒液の設置、マスクの着用、室内換気の徹底、検温など感染予防に配慮した開催

〇 大人数による話し合いを開催しにくい
― 農業委員・推進委員及び担い手農業者に絞って開催―
― 感染防止対策を徹底するとともに参加者を４、５名の少人数グループに分けて実施―

〇 地域の話合いができず意見を聞けない
― これまでの話合いやアンケートを基に原案を作成し、郵送アンケートで広く意見募集―
― アンケート結果を基に推進体制で原案を作成し、地区内農業者へ送付し広く意見募集―
― 市庁舎、ホームページ、公民館で地図や原案を掲示し、広く意見募集―
― アンケートに基づく原案に農業委員・推進委員の意見を反映した上で、広く意見募集

〇 地域農業の共通認識を持ってもらう必要
― プレ会議を行って原案を作成し、全認定農業者への郵送やホームページで広く意見募集―

〇 地域の実情に応じた話合い
― 話合いの重要性が高い集落は、感染防止対策を講じた上で、当初方針どおり対面で実施―

〇 集落が多く地域の話合いが難しい
― 外部ファシリテーターを活用し、参加者を絞った小単位で合意形成を図った上で意見集約―

＜詳細は、巻末の連絡先まで＞



５

３ー② 地域への働きかけ（中心経営体について）

◎将来、中心経営体となる農業者がいないので、プランを作成しても意味がない。
担い手が見通せない地域では、受け手を限定せず将来の方向性を整理し、実質化された

人・農地プランを作成している事例もあります。資料2２~2８ページを参考に作成してくだ
さい。

◎中心経営体への農地の集約化に関する方針が書けない。
「企業参入や新規就農者、農業後継者が確保できた段階で、機構を通じて集積を図ってい

く。」など地域で話し合われた方向を記載することで十分です。

「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。

食料・農業・農村基本計画（令和2年3月31日 閣議決定）
参考資料 農業構造の展望（抜粋）

◎今のところ地域の農地を守っている農業者がいるけれど、中心経営体の要件に該当しない。

※ 実質化された人・農地プランの様式（資料２５ページ） 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 備考欄 注2を参照

地域を支える農業経営体

担い手 その他の多様な経営体

効率的かつ安定的な
農業経営になってい
る経営体

認定農
業者

効率的かつ安定的な農
業経営を目指している
経営体

個 人

法 人 集落営
農

認定新規
就農者

農協・法
人の品目
部会等

連携・協働

〇 継続的に農地利
用を行う経営体

〇 農業を副業的
に営む経営体

等



実質化された人・農地プランと各種補助事業等の連携状況（令和４年度）
※工程表作成地区を含む

区分 事業名

事業要件

全地区が対象地区
〇強い農業づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプ
○機構集積協力金のうち地域集積協力金、集約化奨励金

一部を対象地区として
含む

○機構集積協力金のうち農地整備・集約協力金（農地耕作条件改善事業の実施地区）
○農地耕作条件改善事業のうち高収益作物転換型、スマート農業導入推進型、未来型産地形成推進
条件整備型、水田貯留機能向上型、土地利用調整型

中心経営体

○農地利用効率化等支援交付金
○特定地域経営支援対策事業のうち沖縄農業対策事業
〇集落営農活性化プロジェクト促進事業

対象者に含む

○スーパーＬ資金金利負担軽減措置
○農業近代化資金金利負担軽減措置
○農業経営継承保証保険支援事業
○農業近代化資金保証料助成金交付事業
○農地売買等支援事業
○持続的生産強化対策事業のうち果樹農業生産力増強総合対策のうち未来型果樹農業等推進条件整備事業
○経営継承・発展等支援事業
○新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金、経営発展支援事業
○農業次世代人材投資事業（経営開始型）

配分に係る
ポイント加算

対象地区
○農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対策（農山漁村発イノベーション推進支援事業）
○農山漁村振興交付金のうち最適土地利用対策
○持続的生産強化対策事業のうち戦略作物生産拡大支援事業のうち作付体系転換支援事業
○鳥獣被害防止総合対策交付金

中心経営体

○農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対策
（農山漁村発イノベーション等整備事業（産業支援型））

一定数以上含むこと ○持続的生産強化対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進（茶の改植等）

助成額の
上乗せ

中心経営体 ○農地耕作条件改善事業のうち地域内農地集積型等

６

４ 人・農地プランを要件等にしている補助事業の一覧



７

※ 令和４年度予算概算決定PR版



※ 令和４年度予算概算決定PR版

８



９

※ 令和４年度予算概算決定PR版



１０

※ 令和４年度予算概算決定PR版



関係市町村

５ 人・農地プラン以外の地域の「取決め等」の活用

判断の手順

取決め等を関係市町村の人・農地プラン担当へ通知

＜確認すること＞
① 取決め等で定めた特定の区域について、
② プランの作成手順と同じ方法で、
③ アンケート調査、地図による現況把握を行い、
④ 中心経営体への農地の集約化に関する将来方針
を定めているかどうか

ＯＫなら実質的なプランの区域として取り扱う

取決め等の作成者

※ 「取決め等」には、例えば、集落営農組織に集落内の相
当部分の農地利用を任せる旨定めた集落独自の「取決め」

も含まれます。

人・農地プラン以外の地域における「取決め等」の話合いの過程で、人・農地プランの実
質化と同様の取組が行われた場合には、その特定の区域を、実質化された人・農地プランの
区域として取り扱うことができます。

また、以下の計画を策定していれば、そのまま実質化
された人・農地プランとして取り扱うことができます。

１１

○農業競争力強化農地整備事業

○農地中間管理機構関連農地整備事業

○中山間地域等直接支払交付金（集落戦略）

○農業経営基盤強化促進法に基づく特例農用地利用規程、

特定農用地利用規程

東海局管内では実施されていませんが、以下の事業の計画

についても実質化した人・農地プランとして取り扱うことが

できます。

○国営水利システム再編事業（農地集積促進型）

○国営緊急農地再編整備事業

○国営農地再編整備事業

○水利施設整備事業（農地集積促進型）、畑地帯総合整備

事業（畑地帯総合整備型、畑地帯総合整備中山間地域型）

「取決め等」としては、次のものが考えられます。
○中山間地域等直接支払交付金（集落協定）
○多面的機能支払交付金（地域資源保全管理構想）
○果樹産地構造改革計画 など



人・農地プランの実質化における農業農村整備事業（農地集積関係）の事業計画の取扱い

農業農村整備事業（農地集積関係）の事業計画（注１）においては、事業施行地域内における

① 農家数及び経営規模の現況と目標が定められるとともに、

② 担い手ごとの氏名・名称、経営規模の現況と目標を定め、

③ 当該担い手が利用する農地の現況図と計画図を作成していることから、

誰が農地の出し手となり、誰が引き受け手になるのか、引き受け手は目標年度に地域内のどこの農地を引き

受けるのかが具体的に示されることになる。

当該計画の内容は、個々の農家の利害に深く関わるものであり、その合意に当たっては、人・農地プラン実質

化のプロセスと同等以上に、地図を活用した話合いを重ねることを通じて、地域内の農家とその農地利用につい

て詳細な現況把握を行うとともに、目標年度において誰が地域内の農地利用を担うのか等について詳細な意向

確認を行うこととなる。

このため、市町村人・農地プラン担当部局は、目標年度が到来していない当該計画（注２）の提出を受けた場

合には、検討会（注３）に報告し、そのまま「実質化された人・農地プラン」の「同種取決め」と取り扱うことができる。

注１：「農業農村整備事業（農地集積関係）の事業計画」に該当する計画としては、①農地中間管理機構関連農地整備事業の集積・集団化等促進基盤整備計画、②農業競争力
強化農地整備事業の農用地利用集積促進土地改良整備計画等、③国営水利システム再編事業（農地集積促進型）の担い手農地利用集積計画、④国営緊急農地再編整備事
業の担い手農地利用集積計画、⑤国営農地再編整備事業の担い手農地利用集積計画、⑥水利施設整備事業（農地集積促進型）※の農用地利用集積地域土地改良整備計画、
畑地帯総合整備事業（畑地帯総合整備型、畑地帯総合整備中山間地域型）※の畑地帯集積促進整備計画、畑地帯営農促進基本計画があります。
※ 令和２年度までは水利施設等保全高度化事業（特別型）として実施。
注２：農業農村整備事業の計画としては既に目標年度が到来していたとしても、当該計画をベースに、地域の合意の下、目標年度等の変更を通じて現時点の計画として見直しを
行ったものについては「実質化された人・農地プラン」の「同種取決め」とみなします。
注３：「検討会」とは、市町村が人・農地プランを取りまとめる際に、関係機関の代表者、農業者等を集めて開催する会議です。

１２

５ー① 農業競争力強化農地整備事業



人・農地プランの実質化における新たな「集落戦略」の取扱い

集落戦略の作成に当たっては、

１ 対象農用地の現在の管理者の年齢階層、６年～10年後の管理の継続意向、後継者の有無を、話合い等を通

じて全て確認している。

２ 農業者の年齢階層別の就農状況や後継者の確保状況を地図により「見える化」し、集落戦略の作成に向けた

話合いの場で活用される。

３ １と２を基に、協定農用地の管理者等の協定参加者で徹底した話合いを行い、６年～10年後の協定農用地及

び集落の将来像を検討する。

ことから、人・農地プランの実質化と同じプロセスを経て作成されると考えられる。

このプロセスは、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用等に規定され、その実施が確実と判断され

ることから、市町村人・農地プラン担当部局は、集落戦略と話合いに活用した地図の提出をもって、検討会（注）

に報告し、そのまま「実質化された人・農地プラン」の「同種取決め」と取り扱うことができます。

注：「検討会」とは、市町村が人・農地プランを取りまとめる際に、関係機関の代表者、農業者等を集めて開催する会議です。 １３

５ー② 中山間地域等直接支払交付金（集落戦略）



果樹産地構造改革計画に関するＱ＆Ａ（抜粋）

令和２年11月26日時点 農林水産省生産局園芸作物課需給調整第２班

問７ 産地計画が実質化された人・農地プランとして取り扱うことができるものとなるには、どのようにすればよいですか。

「人・農地プランの具体的な進め方について」（令和元年６月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知。以下、「人・農地プラン進め方

通知」）の４に基づき、次のように取り組んでください。

１．まず、産地計画のうち、特定の区域（産地全体でも可）について、次の①から③を実施します。

① アンケートの実施

対象産地の相当部分について、おおむね５年から10年後の園地利用（農業者の年齢及び後継者の有無を含みます。）に関するアンケート調査

を実施すること。

② 現況把握

対象産地において、アンケート調査や話し合いを通じて、果樹生産者の年齢階層別の就農や後継者の確保状況が地図により「見える化」されて

いること。

③ 中心経営体への農地の集約化に関する将来方針の作成

対象産地を原則として集落ごと（集落以外の範囲としては、例えば、旧園芸組合や部会支部、集荷場など農業者による話合いが行われる範囲）

に細分化し、５年から10年後に園地利用を担う中心経営体に関する方針（中心経営体の氏名・名称・現状と将来の経営面積、中心経営体が不足

する場合の地域外からの新規就農・参入の促進方針等）を定めること。

２．産地協議会は、１の対象産地と方針（中心経営体のリストを含む。）を定めた取決め等（話合いで活用した地図の写しを含む。）を、関係市町村の

人・農地プラン担当部局に通知します。

３．２の通知を受けた市町村が、その内容を確認し、２に定める取決め等が実質化されていると判断し、「人・農地プラン進め方通知」の２の（２）の④

に定める「検討会」の意見を聞くことで、産地計画に定める区域を当該関係市町村の実質化された人・農地プランの区域として扱うことになります。

１４

５ー③ 果樹産地構造改革計画についての取扱い



１５

６．関係機関が推進チームを結成して取り組んでいる事例

① 岐阜県郡上市大和町 下栗須地区の取組

② 岐阜県大垣市 大垣市農業委員会の取組

③ 愛知県名古屋市港区 南陽地区の取組

④ 三重県伊賀市 人・農地プラン検討会議の取組

⑤ 三重県玉城町 原地区の取組


