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令和２年度農地中間管理事業の活動方針 

 

公益社団法人岩手県農業公社  

（岩手県農地中間管理機構）  

 

１ 基本的な考え方 

 (1) 平成 26 年度に創設された農地中間管理事業は、スタート時は目標を上回りましたが、平成 28

年度以降は目標を下回る状況が続いてきました。令和元年度は、貸付けについては目標を達成し

ましたが、依然厳しい状況が続いています。 

これは、農地面積に占める中山間地域の割合が 78.4％（うち山間地域が 16.4％）と高く、また、

ほ場整備率も約 52％と進まない中で、条件不利地での受け手の確保と基盤の整備が最大の課題で

あると認識しています。 

【農地中間管理機構の借入・貸付状況】                 （単位：ha） 

借入 貸付 借入 貸付 借入 貸付 借入 貸付 借入 貸付 借入 貸付 借入 貸付

目    標 2,000 2,000 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 2,600 2,600 19,000 19,000

実    績 3,842 2,359 5,054 5,222 2,513 3,165 1,986 2,137 1,225 2,053 2,146 2,922 16,766 17,858

達 成 率 192.1% 118.0% 140.4% 145.1% 69.8% 87.9% 55.2% 59.4% 34.0% 57.0% 82.5% 112.4% 88.2% 94.0%

新規集積 956 2,327 1,618 966 1,401 1,261 8,529

集 積 率 47.9% 49.4% 50.6% 51.9% 53.0% 調査中 調査中

※集積率：国の定義による

合計Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｒ元Ｈ29 Ｈ30

 

 

(2) このような中で、令和元年 11 月に農地中間管理事業関連改正法の一部が施行され、事務手続き

の簡素化等が図られたのに続き、令和２年 4 月には、農地利用集積円滑化事業の農地中間管理事

業への統合一体化等が施行され、法改正後の事業が本格的にスタートします。 

 

(3) また、県では、「農地中間管理事業の推進に関する基本方針」を改正し、令和 10 年度までに全

農地面積の８割が担い手によって利用されるとしました。 

この目標達成に向け、県、農業会議、公社、農業協同組合中央会及び土地改良事業団体連合会

の５者が策定した「令和２年度地域農業マスタープランを核とした農地集積・集約化の推進方針」

では、全てのプランを実質化するとともに、実質化したプランを核とした「農地集積・集約化重

点推進地区」（以下「重点推進地区」という。）を設定し、農地中間管理事業の活用による農地の

集積・集約化を推進するため、あらゆる関係機関・団体が緊密に連携することとしています。 

 

《参考：農地中間管理事業の推進に関する基本方針》 

１ 趣旨 （略） 

２ 担い手が利用する農地の面積の目標 

    今後 10 年間（令和 10 年度まで）で全農地面積の８割が担い手※によって利用される。 

    【目標設定の考え方】 

区      分 現状値（平成 30 年度） 令和 10 年度 

農地面積（耕地面積）    （①） 150,100ha 150,100ha 

うち担い手が利用する面積 （②） 97,734ha 119,000ha 

②／① 65％ 80％ 

（参考）令和５年度：８割相当の農地を担い手が利用 

       

※担い手：国の定義＋今後育成すべき農業者＋公共牧場 

３～７ （略） 
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２ 令和２年度目標面積 

  県が設定した担い手への農地集積率８割、年間新規集積目標 2,300ha（うち農業公社 1,100ha）の

目標達成に向け、令和元年度と同様、貸借目標面積を 2,600ha とします。 

  なお、機構が貸し付ける農地には、農地の集約化を図るため、担い手間で耕作地を交換する借入

れを伴わない貸付け（再設定等）が年間で 300ha 程度見込まれることから、借入面積の目標を令和

元年度の 2,600ha から 2,300ha に見直します。 

(単位：ha、千円、％） 

区   分 
2 年度計画 元年度計画 前年度対比 

面積 契約金額 面積 契約金額 面積 金額 

借   入 2,300 77,000 2,600 87,000 88.5 88.5 

貸   付 2,600 87,000 2,600 87,000 100.0 100.0 

 うち新規集積 1,100 － 1,100 － 100.0 － 

注１ 貸付の面積及び契約金額には、借入を伴わない再設定、再配分約 300ha を含む。  

注２ 契約金額には、翌年度から発生する賃料が含まれている。 

 

３ 県等関係機関・団体との連携 

 (1) 推進方針に基づき、市町村ごとに設置した「人・農地問題解決加速化推進チーム（以下「市町

村推進チーム」という。）」を中心として、県段階、地域段階のあらゆる関係機関・団体が緊密に

連携し取り組んでいくこととしており、公社も、市町村推進チーム及び県域５機関の一員として、

地域の話合い等に積極的に参加し、農地中間管理事業を活用した農地の貸借などを進めます。 

  

 (2) 農業会議が令和２年７月（予定）に公社が入居している建物内に移転することから、農業会議

相談窓口と公社本社の地区担当が協働した活動や、農地法に係る公社への指導助言など農業会議

と公社との業務連携を強化するとともに、農業委員及び農地利用最適化推進委員と農地コーディ

ネーターの一層の連携により、農業者等へ適時、適切なサービスを行います。 

 

４ 推進体制の強化 

 (1) 地域農業マスタープラン実質化の支援 

県、農業会議、農協協同組合中央会及び土地改良事業団体連合会との連携を強化するとともに、

市町村推進チームの一員として地域の話合い等に積極的に参加し、年度内のプランの実質化に向

け支援します。 

 

 (2) 効率的な貸借事務の推進 

貸借事務を効率的に行うため、借入れから貸付けまでの業務プロセスの点検・見直しを行うと

ともに、市町村への委託業務内容等についても見直します。 

 

 (3) 農地コーディネーターの活動強化 

農地コーディネーターを対象とした研修を充実・強化するとともに、業務量等に応じて担当地

域の見直し（盛岡北地域担当を１名増員）を行います。 

また、企業の農業参入については、各広域振興局農政部等の担当者と地域担当の農地コーディ

ネーターが連携し、対応することがより効果的であることから、本社の企業参入担当を廃止し、

地域担当として配置することにより現地活動を強化します。 
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５ 農地の集積・集約化の推進 

 (1) 農地中間管理事業の一層の周知 

従来の新聞等のマスメディア広告や、農業委員会等の関係機関・団体を通じたチラシの配布等

のほか、農業者が集まるイベント等への参加など、様々な手法により、事業の周知を行います。 

 

(2) 農地利用集積円滑化事業等から機構事業への承継及び切替えの推進 

農地利用集積円滑化団体である花巻農業振興公社・市町村・農業協同組合と連携し、農家等の

意向を把握しながら、農地中間管理事業への承継・切替えが円滑かつ着実に進むよう取り組みま

す。 

また、プラン実質化の話合いの場等を活用し、農地中間管理事業の賃料収受や税制上のメリッ

ト等について、パンフレット等を使用して分かりやすく伝えることにより、相対契約や特定農作

業受委託からの切替えを推進します。 

 

(3) 登録農地の拡大 

農業委員会が実施するアンケート調査等から農家の貸付希望農地を把握し、貸付けが見込まれ

る農地は、積極的に農地中間管理事業を推進します。また、貸付けが見込めない農地は、市町村

推進チーム等と協議のうえ登録農地として整理し、担い手等に広く情報提供し貸借に結び付けて

いきます。 

 

(4) 地域農業マスタープランの実践支援 

プランに位置付けられた「中心経営体への農地の集約化に関する将来方針」に基づき、市町村

等と連携し、規模拡大を志向する中心経営体や法人化を目指す集落営農組織等に対し、農地中間

管理事業の活用を誘導します。 

 

(5) 基盤整備事業との連携強化 

ほ場整備事業を計画中又は実施中の土地改良区への業務委託を３土地改良区（山王海、豊沢川、

猿ヶ石北部）から５土地改良区（山王海、豊沢川、猿ヶ石北部、一関東部、藤沢）に拡大し、農

地中間管理事業の周知や活用の働きかけ等をさらに推進します。 

また、農家負担なしで実施できる機構関連農地整備事業を計画している３地区（一関市小梨地

区、花巻市鍋割地区、同石鳩岡地区）について、県・市町村・土地改良区と連携し、円滑な農地

中間管理権の設定を支援します。 

 

(6) 重点推進地区の設定による農地中間管理事業の推進 

市町村推進チームが設定した重点推進地区（55 地区）のうち、地域ぐるみで行う中山間地域で

の集積・集約化の取組や平場地域での集約化の取組など、県が選定するモデル的な取組地区を関

係機関・団体と一丸となって重点的に支援します。 

 

６ 貸借農地等の適正な管理 

 (1) 農地中間管理システムの改良 

貸借した農地情報のデータ入力の省力化や、契約内容の変更履歴の把握等に迅速に対応できる

よう、農地中間管理システムの改良を行います。 

 

 (2) 賃借料の確実な収受 
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未収金・未払金の未然防止を図るため、受け手農家へは振替口座の確認と違約金発生の周知、

出し手農家へは振込口座の事前確認を徹底します。 

また、未払金については、農地所有者死亡によるものが多いことから、農業会議と連携し相続

を促しながら解消を図ります。 

 

７ 特例事業（売買事業） 

農業経営の規模拡大に向けて農地の取得を希望する認定農業者等のため、農業委員会や農業協同

組合と連携し、税制面等のメリットがある特例事業（売買事業）に積極的に取り組みます。 

 (単位：ha、千円、％） 

区   分 
２年度計画 元年度計画 前年度対比 

面積 金額 面積 金額 面積 金額 

買   入 90.0 150,000 90.0 150,000 100.0 100.0 

売   渡 90.0 150,000 58.0 90,700 155.2 165.4 

 


