
長浜市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に関する指針 

 

                                                    平成30年９月10日 

                           改定 令和３年９月10日 

                           改定 令和５年４月10日 

                                                    長浜市農業委員会 

 

第１ 基本的な考え方 

 農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号。以下「法」という｡）の一部改正法

が平成28年4月1日に施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」が

重要な必須業務として、明確に位置づけられました。 

 本市においては、平地と中山間地が混在しており、それぞれの地域によって農地の利用

状況が異なっていることから、地域の実態に応じた取り組みを推進し、農地利用の最適化

に向けた対策の強化を図ることが求められています。 

 特に、中山間地では農業者の高齢化や後継者・担い手不足といった課題に加えて、基盤

整備のされていない区画や形状の悪い圃場、山沿いの畑地等も多く、さらには獣害が深刻

化するなど、遊休農地の発生が懸念されることから、その発生防止・解消に努めていく必

要があります。一方で平地では土地利用型の稲作が盛んなことから、担い手への農地集積    

・集約化を図るとともに、高齢化や従事者の減少による担い手不足に対応するため、新た

な担い手の確保や新規参入の促進に向けて、「地域計画」（農業経営基盤強化促進法等の

一部を改正する法律案（令和４年法律第56号）による改正後の農業経営基盤強化促進法（

昭和55年法律第65号。以下「改正基盤法」という。）第19条第１項の規定に基づき、市町

村が、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的

な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した地図などを明

確化し、公表したものをいう。）に基づいて農地中間管理事業を活用した利用調整に取り

組んでいく必要があります。 

 

 以上のような観点から、地域の特性を活かしながら、活力ある農業・農村を築くため、

「農業委員会等に関する法律」第７条第１項に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委

員（以下「推進委員」という）が連携し、担当区域ごとの活動を通じて「農地利用の最適

化」が一体的に進んでいくよう、本市農業委員会の指針として、具体的な目標と推進方法

、目標の達成状況に対する評価方法等を以下のとおり定めます。 

 

第２ 指針の期間 

この指針は、改正基盤法第５条第１項に規定する滋賀県の農業経営基盤の強化の促進に  

関する基本方針及び改正基盤法第６条第１項に規定する長浜市の農業経営基盤の強化の促

進に関する基本構想を踏まえた農業委員会の長期的な目標として10年後に目指す農地の状

況等を示すものであり、農業委員及び推進委員の改選期である３年ごとに検証・見直しを

行います。 

また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会による最適化活動の推進等につ



いて」（令和４年２月２日付け３経営第2584号農林水産省経営局長通知、令和４年２月25

日付け３経営第2816号農林水産省経営局農地政策課長通知）に基づく「最適化活動の目

標の設定等」のとおりとします。 

 

第３ 指針の進め方（推進体制） 

 この指針の推進にあたっては、農業委員と各地区推進委員の連携を密にするため推進委

員の担当区域をカバーするよう農業委員を配置し、農業委員が推進委員をサポートしなが

ら両委員が一丸となって主体的に実践活動に取り組むこととします。 

 

第４ 具体的な目標と推進方法及び評価方法 

１ 遊休農地の発生防止・解消 

 (１) 遊休農地の解消目標 

 管内の農地面積(A) 遊休農地面積(B) 遊休農地の割合(B/A) 

当初計画の現状 

（平成30年4月） 
8,010.0ha 47.8ha 0.60％ 

３年後の目標 

（令和3年4月） 
7,941.0ha 46.1ha 0.58％ 

改正時の現状 

（令和3年4月） 
7,950.0ha 45.7ha 0.57％ 

中間年 

（令和5年4月） 
7,930.0ha 45.0ha 0.57％ 

目  標 

（令和6年4月） 
7,920.0ha 45.0ha 0.57％ 

 ※平成30年4月の「管内の農地面積」は、耕地及び作付面積統計における耕地面積とする。 

 ※中間年の遊休農地面積は「長浜市農業活性化プラン」の目標値とする。 

 

 (２) 遊休農地発生防止・解消の具体的な推進方法 

 ①農地の利用状況調査と利用意向調査の実施について 

  ○ 優良農地の確保と保全に努め、農地の有効利用対策に取り組み、遊休農地の発生

防止と解消対策の一層の強化を図るため、農地法（昭和27年法律第229号）第30条第

１項の規定による利用状況調査と同法第32条第１項の規定による利用意向調査に基

づき協議・検討し、調査を進めます。 

    なお、それぞれの調査は、「農地法の運用について」（平成21年12月11日付け21経

営第4530号・21農振第1598号農林水産省経済局長・農村振興局長通知）を踏まえた

時期に実施することとします。 



 

  ○ 利用意向調査は、調査書によって所有者の意向を確認し、利用意向に沿った対等

が行えるよう、必要に応じて個別訪問し、対面で聞き取ることとします。 

 

  ○ 利用意向調査の結果を受け、農地法第34条に基づき農地の利用関係を調整し、利

用者の意向を踏まえて農地中間管理機構等への貸付け手続きを進めます。 

 

 

○ 日常的な農地パトロールの中で行っている違反転用の発生防止・早期発見等、農地

の適正な利用の確認に関する現場活動については、利用状況調査の時期にかかわら

ず、適宜実施することとします。 

 

②非農地判断について 

  ○ 利用状況調査で再生利用困難に区分された荒廃農地については、現況に応じて速

やかに「非農地判断」を行い、守るべき農地を明確化します。 

 

 

 

  

✏ 毎年８月頃に管内のすべての農地について、遊休農地の有無を現地で確認し、

利用状況調査を行います。担当エリアについて新規の遊休農地の有無も含め

て、当日までに一度確認します。また、パトロールの結果、11月頃に利用意向

調査を行い農地所有者の意向を確認し、担当エリアの調査結果をお知らせしま

す。 

✏ 日頃から、①遊休農地がどこにあるのか、②今は遊休農地でなくても、後継者

のいない農業者の農地がどこにあるのかを把握します。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 

✏ 利用意向調査の結果、調査書では意向が十分に確認できない場合や調査書が未

返送の場合などは、個別訪問により対面で聞き取り、遊休農地に至った経緯、

将来的に所有農地をどうするのか、所有者の意向を確認しながら、相談に乗り

ます。特に耕作条件が整っている農地は、農地中間管理機構に預けて担い手に

しっかりと管理してもらうなどの提案をします。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 

✏ 日常の活動の中で違反転用を発見した場合、また、過去から違反転用されている

農地の状況を把握するとともに、何か変化があれば解消するチャンスですので、

まずは事務局に連絡します。 

 

［農業委員・推進委員の仕事］ 

✏ 特に中山間地域において山林化・原野化している登記簿地目が農地のものについ

て、農地最適化推進委員会の中で検討していきます。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 



③さらなる取り組みについて 

  ○  遊休農地の解消を率先して行うため、市と連携するとともに、農協や各土地改良

区などの農業関係団体と協力し、農業委員、推進委員自ら遊休農地の発生防止・解

消に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 鳥獣被害による遊休農地の発生が懸念されていることから、市や県に対して、そ

の発生防止や解消を促進する施策の充実・創設を提案・要望します。 

 

 

（３）遊休農地の発生防止・解消の評価方法 

  遊休農地の発生防止・解消の進捗状況は、遊休農地の割合により評価します。 

  単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に基づく 

  「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとお 

  りとします。 

 

２ 担い手への農地利用集積について 

（１）担い手への農地利用集積目標 

 管内の農地面積(A) 集積面積(B) 集積率（B/A） 

当初計画の現状 

（平成30年4月） 
8,010.0ha 5,299.7ha 66.1％ 

３年後の目標 

（令和3年4月） 
7,941.0ha 5,916.0ha 74.5％ 

改正時の現状 

（令和3年4月） 
7,950.0ha 5,531.4ha 69.6％ 

中 間 年 

（令和5年4月） 
7,930.0ha 6,344.0ha 80.0％ 

目  標 

（令和6年4月） 
7,920.0ha 6,415.2ha 81.0％ 

 ※平成30年4月の「管内の農地面積」は、耕地及び作付面積統計における耕地面積とする。 

 ※中間年の集積率は「長浜市農業活性化プラン」の目標値とする。 

✏ 中山間地域における鳥獣被害防止対策については、鳥獣害対策特別委員会および

農業振興委員会で検討し、市に対する意見具申に取り入れます。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 

✏ 日頃から、①遊休農地、②遊休化の恐れがある農地を把握するとともに、市、農

協などの関係団体と連携を深めて、情報の収集に努めます。 

✏ 特に遊休化の恐れがある農地を把握した場合は、速やかに所有者と面談し、遊

休農地にならないよう所有農地をどうするのか相談に乗ります。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 



✏ 集落・地域での寄り合いや座談会に積極的に出席します。そして情報収集と参加

者の意向を確認しつつ、農地集積はもちろん、経営改善や後継者対策等など多面

的に相談に乗ります。 

【参考】担い手育成・確保 

 
50歳以下の認定農業者数(A) 農地所有適格法人(B) 

当初計画の現状(平成30年4月)  70人   47法人 

3年後の目標（令和3年4月）  88人 52法人 

改正時の現状（令和3年4月）  47人 55法人 

中間年（令和5年4月）  40人 57法人 

目  標（令和6年4月）  40人 58法人 

  

（２）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法 

 ①「地域計画の作成・見直し」について 

  ○ 農業委員会として、地域（１集落又は数集落）ごとに人と農地の問題を解決する

ため、10年後の農業の在り方と農地利用の将来像を描く「地域計画」の作成と見直

しに主体的に取り組みます。 

 

  

 ○ 推進委員は農業委員と連携のうえ、農地の利用集積を推進する立場から、地域にお

ける問題を解決するための話合いに積極的に参加し、情報収集と参加者との意見交

換に取り組むとともに地域の担い手への農地集積に向けた機運づくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

②農地中間管理機構等との連携について 

  ○ 農地中間管理機構、市、農協等と連携を図り、（ア）農地中間管理機構に貸付けを

希望する復元可能な遊休農地、（イ）経営の廃止・縮小を希望する高齢農家等の農地、 

 

✏ 集落・地域において話し合いを行い、将来の農地を誰に担ってもらうかをまと

めたものが「地域計画」です。「地域計画」の策定状況については、担当エリア

ごとにお知らせしますので、集落・地域での話し合いの場に参画し、市農業振

興課の担当と連携しながら、情報提供やアドバイスなど、実質化された「地域

計画」の作成・見直しができるよう支援します。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 

［農業委員・推進委員の仕事］ 



（ウ）利用権の設定期間が満了する農地等の情報を収集し、農地の出し手と受け手の意向

を踏まえたマッチングを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○ 農業委員会は、農地中間管理機構の「地域マネージャー」、「指導員」等を農業委

員会の研修や現地における話し合いの場に参加する機会を創出し、農地中間管理機

構と情報を共有化し、連携強化を図ります。 

 

 ③農地の利用調整等について 

  ○ 管内の地域の農地利用の状況を踏まえ、担い手への農地利用の集積が進んでいる

地域では、担い手の意向を踏まえた農地の集約化のための利用調整・交換と利用権

の再設定に取り組みます。 

 

  ○ 中山間地域等で農地の区画・形状が悪く、受け手が少ない又は受け手がいない地

域では、集落営農の組織化・法人化、新規参入の受入れなど、地域の実情に応じた

取り組みを進めます。 

✏ 地域における農地等の利用の最適化に向けた取り組み等に係る研修会や、集落

の話し合いの場合等の講師として、「地域マネージャー」、「指導員」の派遣を希

望される場合は、事務局へ連絡します。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 

✏ 地元の営農組織や担い手（認定農業者）とふだんから緊密に連携を取りながら、

農地の集積・集約化に取り組みます。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 

✏ 集落営農の組織化や新規参入について相談があった場合は、市農業振興課や事

務局に連絡いただくとともに、情報を共有し、相互に連携しながら取り組みを

進めます。 

✏ 集落営農の組織化について相談があった場合は、話し合いの場に参画いただ

き、事例紹介を含めた情報提供やアドバイスなど積極的に支援します。 

✏ 新規参入の相談があった場合は、農地の賃借等の相談、支援制度、融資制度等

の紹介などの情報提供など、新規参入がしやすくなる環境づくりに努めます。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 

✏ 地域において、農地中間管理機構に貸し付けを希望する農地所有者からの申し

出があった場合や集落等で農地の出し手と受け手の調整が整えば地域計画の作

成・見直しを行い、農地中間管理機構を利用して農地集積・集約化を行います。

農協、農地中間管理機構、市農業振興課と連携し、相談しながら進めます。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 



 ④農地利用の集積・集約化の周知について 

  ○ 農業委員等の日常活動や、農業委員会が発行する広報誌及びホームページ（通年）

を活用し、農地流動化情報や農地の利用集積に係る制度の周知を図ります。 

 

 

 

 

 

  

⑤農地の所有者等を確知することができない農地の取り扱い  

  ○ 所有者が不明の遊休農地については、法改正の動向を注視し、必要に応じて公示

手続等による利用権設定制度を活用し、農地の有効活用に努めます。 

 

 

３ 新規参入の促進について 

（１）新規参入の促進目標 

 新規参入者数 

当初計画の現状（平成30年4月） 16経営体 

３年後の目標（令和3年4月） 22経営体 

改正時の現状（令和3年4月） 33経営体 

中 間 年（令和5年4月） 36経営体 

目  標（令和6年4月） 38経営体 

 ※中間年の「新規参入者数」は「長浜市農業活性化プラン」の目標値とする。 

 

（２）新規参入の促進に向けた具体的な推進方法 

 ①関係機関との連携による新規参入の促進について 

  ○ 農地中間管理機構、市、農協等と連携し、農地の借り入れ意向のある認定農業者

及び参入希望者（法人を含む。）の情報を共有し、必要に応じて現地指導や相談支援

活動など、サポートチームよる総合的な支援を実施します。 

✏ 地元に情報がなく、市外や遠方の農地所有者が不明の場合は、まず事務局まで連

絡し、事務局で戸籍や住民票などを確認します。それでも不明であれば、上記の

方法により利用権を設定することも可能です。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 

✏ 「農業委員会だより」やホームページにより農地流動化情報や農地の利用集積に

係る制度の周知を図るため、情報収集に努めるとともに、掲載情報があれば速や

かに事務局へ連絡します。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 



 

 

②新規就農者の受入れについて 

  ○ 新規参入希望者の農地の取得等の相談対応を行うとともに、関係機関と連携し、

支援制度、融資制度・研修制度等の積極的な情報提供に努めます。 

 

 

③企業参入の推進について 

  ○ 担い手が不足している地域では、企業の農業参入も地域の担い手確保の有効な手

段であることから、農地中間管理機構も活用して、積極的に企業の参入の推進を図

ります。 

 

 

④農業委員会のフォローアップ活動について 

  ○ 農業委員及び推進委員は、新規参入者（個人、法人）の地域の受入条件の整備を

図るとともに、後見人等の役割を担い、新規参入者が地域に定着できるよう、助言、

指導等のフォローアップのための活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

✏ 新規就農の相談があった場合は、市農業振興課、県湖北農業農村振興事務所農

産普及課、湖北地域農業センター（ＪＡ）などと連携して要望に沿った支援を

行います。 

✏ 農地の賃借や取得について地元との調整が難しいような場合や広域での希望 

がある場合は、事務局に連絡するとともに農地中間管理機構や市農業振興課な

どと連携しながら調整していきます。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 

✏ 新規就農の情報を得た場合は、新規就農希望者に接触し、情報収集に努めるとと

もに、農地の賃借・取得の相談や支援制度・融資制度等の情報提供に努めます。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 

✏ 企業からの相談があれば、地元と調整します。また、事務局、市農業振興課、農

地中間管理機構などと連携して推進していきます。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 

✏ 新規就農者が地域と調和して耕作できるよう、地域の習慣や取り決めなどにつ

いても、相談に乗ったり、アドバイスを行います。また、地域や関係団体とのパ

イプ役となって、農業以外の部分にも積極的に関わり、新規就農者が地域に定

着しやすい環境づくりに努めます。 

［農業委員・推進委員の仕事］ 



 

第５ 「地域計画」の目標を達成するための役割  

  市において作成された「地域計画」に基づき、農地を効率的かつ総合的に利用してい

くため、農業委員会は次の役割を担っていきます。 

 ・日常的な農地の見守りによる農業の適正利用の確認  

 ・農家への声掛け等による意向把握  

 ・「地域計画」で位置付けられた担い手への農地利用調整やマッチング  

 ・農地中間管理事業の活用の働きかけ  

 ・「地域計画」の定期的な見直しへの協力  


