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「農地等の利用の最適化の推進に関する指針2020」 

 

令 和 2年 1 0月 2 3日 

加古川市農業委員会決定 

 

第１「農地等の利用の最適化の推進に関する指針2020」の基本的な考え方 

 

平成 28 年 4 月に改正施行された「農業委員会等に関する法律（以下「改正委

員会法」という。）」は、農地法等による法令許認可業務が主たる任務であっ

た農業委員会活動を根本から変更させ、農政推進上の主要課題を「農地等の利

用の最適化の推進」として取り組むこととした。 

具体的には、改正委員会法第 7 条で農地等の利用の最適化の推進（担い手へ

の農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進）を

農業委員会の主たる任務と定め、法令許認可業務は農地等の利用の最適化のた

めに執行するものとしたため、農業委員会制度の大きな転換点となった。 

加古川市農業委員会は、平成 29 年（2017 年）7 月 20 日に市長による初めて

の農業委員の任命が行われ、農業委員会による農地利用最適化推進委員（以下

「推進委員」という。）の委嘱を行い、同年 11 月 22 日に加古川市農業委員会

臨時総会で「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」(以下「指針」とい

う。）を決定した。 

その後、3 年間の活動状況を令和 2 年（2020 年）7 月 19 日に「農地等の利用

の最適化の推進に関する指針の検証・評価」としてまとめ、市長へ報告した。 

令和 2 年 7 月 20 日に農業委員・推進委員が新たに任命・委嘱され、加古川市 

の農業・農業者・農村が活力ある地域産業・地域社会となるよう前指針の検証・ 

評価を踏まえ、新たな「農地等の利用の最適化に関する指針 2020」を策定し、

数値目標や活動方針を明示して今後 3 年間の活動指針とすることとした。 

また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会事務の実施状況の公

表について」（平成 28 年 3 月 4 日付け 27 経営第 2933 号農林水産省経営局農地 

政策課長通知)に基づく「目標及びその達成に向けた活動計画」のとおりとする。 
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第２ 具体的な目標と推進方法 

 

１．遊休農地の発生防止・解消について 

（１）遊休農地の現状と解消目標 

【目標設定の考え方】 
本市の遊休農地の割合は、農地面積の１%未満となっているが、3か年の活

動実績で解消した実績を上回って遊休農地が発生していることから、前指針

との整合性も図りながら、2026年までは限りなく「０」の目標とするが、

2023年の目標値としては4.0haとする。 

 

下記の表は、3年後(現委員任期中)の目標と6年後の目標とした。 

加古川市内の農地面積(A) 
遊休農地 ※3 

面積(B) 

遊休農地の割合

(B/A) 

現 状  ※1 

(2020年１月) 
2,375ha 6.4ha 0.27％ 

3年後の目標 ※2 

(2023年１月) 
2,290ha 4.0ha 0.17％ 

6年後の目標 ※2 

(2026年１月) 
2,220ha ≒0ha 0％ 

※1「令和2年度 農業委員会の目標及びその達成に向けた活動計画」による。 

※2 2023/2026年の農地面積は、近年の農地の改廃(転用・非農地)面積からトレンドし

た。 

※3「遊休農地」とは、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的 

に供されないと見込まれる農地（１号遊休農地）あるいは、その農業上の利用の程度 

がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農 

地（２号遊休農地）（１号遊休農地と判定した農地は除く。）。 

 

 

（２）遊休農地の解消に向けた取組実績と課題 

① 「農地を活かし隊」活動実績として、遊休農地の「解消」から復元した

農地の適正かつ「有効利用」へと活動方針を発展させたが、農業者の高齢

化や相続による他市町居住者による農地所有（土地持ち非農家）により、

農地の適正管理や有効利用に対する意識が希薄化し、新たな遊休農地の発

生が見受けられる。 

 

② 「農地を活かし隊」活動と「全市域農地パトロール」を継続的に実施し

た結果、一部地域では遊休農地の解消に成果を上げたが、両活動の活動方

針と現地調査後の対処方針に齟齬が見受けられる。 
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③ 「農地を活かし隊」活動実績発表会を農地利用最適化推進全体会として 

開催し、各班・地域間の活動状況を通じて、情報の共有化を図ってきたが、

他地区の優良活動事例が各班の活動改善に十分に反映されていない。 

 

④ 2018 年 11 月に制定した「加古川市農業委員会 非農地判断基準」に基づ 

き、当該農地所有者や地元農業団体・水利組合・土地改良区の利用意向

（意見）調査・聴取を実施しているが、基準を逸脱した判断・意見が散見

され、適正な非農地判断ができていない。 

 

 

（３）遊休農地の発生防止・解消に向けた具体的な推進方法 

① 「農地を活かし隊」活動への農業団体長の参加など地域を巻き込んだ活

動を展開する。 

 

② 相続による農地取得（農地法第 3 条の 3 届出）にあたっての現地確認と

農地所有者として農地の適正管理（営農の継続性）への意識付けの強化・

周知徹底を図る。（遊休農地化すると課税強化すること等の周知） 

 

③ 「農地を活かし隊」活動結果に基づく改善方策（事業化）や非農地判断

に向けた関係機関調整会議を開催する。（農業委員会事務局が主催） 

 

④ 遊休化の恐れのある農地のデータ化と有効利用に向けた「加古川市農地

情報バンク」（(株)ふぁーみんサポート東はりま）、ＪＡ加古川南のアグ

リサポート(農業機械の貸出事業)の活用を普及啓発する。 

 

⑤ 市街化区域内農地については、近隣住民から市民農園としての需要もあ

り、行政(農林水産課・農業委員会)やＪＡが仲介し、農地所有者と農園利

用希望者とのマッチングを行うなど農地の有効利用を図る。(農業委員・

推進委員の情報収集活動と市民農園開設に向けた行政・ＪＡ等の支援措置

が必要である。) 
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２．担い手への農地利用の集積・集約化について 

(１) 担い手への農地利用集積の現状と集積目標 

【目標設定の考え方】 

国は「農林水産業・地域の活力創造プラン」の中で、2023 年度までに担い

手への農地利用集積率の目標を 80％とし、地方自治体や農業委員会を通じた

目標達成を指示している。また、兵庫県では、同目標を 56％(県南地域)とし

ている。 

本市では、担い手である営農組合や認定農業者が市北部地域で主に活動し

ていることから、本指針では、農業振興地域の農用地を担い手へ利用集積す

ることとし、市街化区域及び市街化調整区域で農業振興地域外の農地につい

ては、利用集積の対象外とする。このことによって、利用集積対象農地の明

確化及び「人・農地プラン」策定による中心的経営体(担い手)への農地の利

用集積率を 2023 年 15％、2026 年 25％の目標とする。 

また、「人・農地プラン」策定対象集落も農業振興地域内 84 集落とし、プ

ラン策定及びその実質化を推進する目標も設定する。 

 

 

下記の表は、3 年後(現委員任期中)の目標と 6 年後の目標とした。 

加古川市内の農地面積 ※１ 

(A) 

集積面積 

(B) 

集積率 

(B/A) 

人・農地ﾌﾟﾗ

ﾝ策定集落数 

現 状 

(2020年１月) 

1,637ha 

(2,375ha) 
116.2ha  7.1％ 6集落 

3年後の目標 

(2023年1月) 

1,637ha 

(2,290ha) 
245.6ha 15％ 36集落 

6年後の目標 

(2026年1月） 

1,637ha 

(2,220ha) 
409.2ha 25％ 66集落※2 

 

※1 加古川市内農地面積は、農振地域内農用地面積とし、（  ）は市内総農地面積 

とした。なお、農振地域内農用地面積は保全すべき農地として固定し、総面積の

2023/2026年は近年の農地の改廃(転用・非農地)面積からトレンドした。 

※2 年間10集落に対しプラン策定を働きかけ、結果すべての集落においてプラン策定が 

  完了できた場合の予測値（努力目標値）。 
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【参考】担い手の育成確保 

総農家数 

（内、主業農家数） 

担い手 

認定農業者 認定新規就農者 

現   状 ※1 

(2020年1月) 

2,992戸 

（50戸） 
33経営体 8経営体 

3年後の目標 ※2 

(2023年1月) 

2,632戸 

(55戸) 
36経営体 11経営体 

6年後の目標 ※2 

(2026年1月) 

2,300戸 

(60戸) 
39経営体 14経営体 

  

※1 総農家数：「2015年農林業センサス」の「農家（総数）」、「販売農家」中「主

業農家数」(2020年農林業センサス未公表のため) 

※2 2023/2026年の農家数は、「2015年農林業センサス」からトレンドした。 

 

(２) 担い手への農地利用の集積・集約化に向けた取組実績と課題 

 ① 担い手への農地の利用集積については、圃場整備が完了した地区を対象

に営農組合の設立、「人・農地プラン」の策定による中心的経営体（認定

農業者等）の明確化と集落内での合意形成に農業委員・推進委員が参画し

ながら取り組んできたところであるが、まだ緒についたところである。 

 

 ② 既に「人・農地プラン」を策定している広域プラン（加古川市北部、八

幡町）では、一定水準までの農地の利用集積が行われてきたところである

が、それぞれの広域営農組合が安定的な経営基盤を構築するためには、今

一度、傘下の集落毎の「人・農地プラン」の見直しを行い、中心的経営体

の明確化や集積可能な農地の特定を行うために農業委員・推進委員の積極

的な関与が必要である。 

 

③ 「人・農地プラン」の策定・見直し・実質化を推進する中で、農地中間

管理機構(公益社団法人 兵庫みどり公社)等と連携した農地の利用集積に

向けた取り組みが脆弱であり、今後、プラン策定等集落への説明会・検討

会への参画を要請する必要がある。 

 

④ 「人・農地プラン」の策定による中心的経営体（認定農業者等）の明確 

化により、個別経営体（新規就農者も含む。）の育成や営農組合の法人化、 

また広域営農組合への農地の利用集積へ農業委員・推進委員のコーディネ

ーターとしての役割と情報収集・情報の関係機関への提供等の役割が求め

られている。 
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⑤ 農業振興地域以外の集落・農地については、農業委員・推進委員が農業

者や農業団体の意向把握の上、農地の有効活用が図られ営農の継続性や、 

ＪＡ直売所や地元スーパーマーケット等への有利販売への働き掛けを関係

機関（行政・農業団体・販売事業者等）へ行うなど地産地消の推進に協力

することが必要である。 

 

（３）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 圃場整備の完了した優良農地エリアにおける「人・農地プラン」の策定 

・見直し・実質化への農業委員・推進委員の積極的な参画とコーディネー 

ターとしての役割と情報収集・情報の関係機関への提供等を行う。 

 

② 農業委員会事務局に「人・農地プラン」の実質化推進連絡会議(仮称)を 

組織し、関係団体・組織の連携と戦略的なプラン策定を推進する。（農業 

委員・推進委員の代表が出席し、プラン内容、進捗状況等を随時、総会で 

報告する。） 

 

③ 農業委員・推進委員は、「人・農地プラン」の策定等に参画する中で、 

中心的経営体に位置付ける担い手への農業経営改善計画（認定農業者）の 

策定や営農組合の法人化等へ支援を行う。 

 

④ 農業委員会事務局は、農林水産課と連携し「人・農地プラン」策定推進 

集落の選定と年次計画を策定する。この場合、農業委員・推進委員が選任 

されている集落やプラン策定済み集落（見直し・実質化）を優先的に取り 

組み、モデルプランの策定と実践優良事例として他集落への普及啓発・波 

及効果として活用する。（集落間競争や波及効果を期待する。） 

 

⑤ 「人・農地プラン」の策定による中心的経営体（認定農業者等）の明確 

 化により、個別経営体（新規就農者も含む。）の育成や営農組合の法人化

支援に際し、農業委員・推進委員の情報収集及び提供をもとに農業委員会

事務局を介して、兵庫県農業会議（兵庫県農業経営法人化推進協議会）所

管の農業経営者サポート事業、農林水産課所管の農業経営基盤強化促進法

に基づく認定農業者制度、加古川農業改良普及センター所管の青年等就農

計画制度等が活用できるよう、関係機関との連携強化を図る。 

 

⑥ 「人・農地プラン」の策定等により、中心的経営体への農地利用集積計

画がまとまれば、農業委員・推進委員は関係部署に情報提供し、農地中間

管理機構(公益社団法人 兵庫みどり公社)事業の活用や「加古川市農地情

報バンク」（(株)ふぁーみんサポート東はりま）事業を活用できるよう協

力する。 
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３．新規参入の促進について 

（１）新規参入の促進目標 

【目標設定の考え方】 

兵庫県の年間新規就農者の目標は、400経営体としているが、現実は目標

達成が困難な状況にある。 

本市での新規就農者は、年間6経営体(個人5・法人1)前後となっており、

今後ともあまり変化がないと見込まれ、年間目標は個人5経営体、法人1経営

体とする。（2023年/51経営体、2026年/69経営体を目標） 

なお、「人・農地プラン」の策定・見直し・実質化により、集団的に農地

が確保でき集落内で中心的経営体がいない場合は、新規就農希望者の受け入

れが見込まれる。 

 

下記の表は、その前半目標値の達成状況と今後6年間の目標設定である。 

 新規参入者数 

(総数）※1 

左の内訳/個人 左の内訳/法人 

(取得面積) (取得面積) 

現  状 

(2020年1月) 
33経営体 

30経営体 

（12.0ha） 

3経営体 

（0.9ha） 

3年後の目標 

(2023年1月) 
51経営体 

45経営体 

（18.0ha） 

6経営体 

（1.8ha） 

6年後の目標 

(2026年1月) 
69経営体 

60経営体 

（24.0ha） 

9経営体 

（2.7ha） 

※1 新規参入者数は、累計数であり年間6経営体が新規参入することでトレンドし

た。 

 

（２）新規参入に向けた取組実績と課題 

 ① 農業委員会と加古川農業青年クラブ（事務局：加古川農業改良普及セン

ター）が年数回意見交換会を開催し、農業委員会業務、認定農業者制度、

農業者年金制度等を説明している。また、意見交換する中で、青年農業者

の経営上の課題や県・市の農業施策に対する要望等を聴取している。 

  《農業青年クラブ員からの要望等》 

   ・集団化した農地の斡旋（農地情報バンク事業、人・農地プラン策定に 

伴う利用可能な集団農地）  

・冬季農業用水確保（農業用井戸掘削補助、水利慣行見直しへの調整） 

   ・各種税制優遇措置の創設 等 

 

 ② 農業委員・推進委員が農業青年クラブ員を訪問し、就農の動機、経営内

容、今後の経営構想や行政等への要望を取材して、加古川市農業委員会独

自の情報発信ツール「農業委員会通信」に掲載し、市内全集落の農業団体

長(農会長)や関係機関へ配付（発行部数400）している。この活動を通し
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て、若手農業者の就農の動機や今後の経営構想等を広報することにより、

経営の充実や読者からの激励・希望の声が寄せられ、本人の意識高揚とな

っている。 

 

 ③ 農業青年クラブ員や新規就農者の近隣の農業委員・推進委員をカウンタ

ー・パートナーと位置付け、地域における良き相談相手としてフォローア

ップ活動を展開している。 

 

 ④ 新規就農時の農地や住居の確保や初期投資を縮減する目的で、「加古川

市農業委員会農地法第3条第2項第5号に規定する別段の面積に係る狭小農

地等の区域指定に関する取扱要綱」（以下「狭小農地特例」という。）を

制定し、平成31年4月1日より適用しているが、実績が少ない。 

 

 ⑤ 加古川農業改良普及センターでは、東播磨地域への新規就農相談件数が

年間約70件（実数35～40）あるが、新規就農希望者は他地域（稲美町・神

戸市西区）で就農しているのが現状である。この原因は、上記①に記載し

た農業青年クラブ員からの要望等があると想定され、要望に応えられる加

古川市独自のメリット措置が必要である。 

 

（３）新規参入の促進に向けた具体的な推進方法 

① 加古川農業青年クラブとの意見交換会において、要望されている加古川

市独自の新規就農者支援制度の創設に向けた検討を農業委員会事務局と関

係部署・関係団体が行う。 

  《農業青年クラブ員からの要望等》（再掲） 

   ・集団化した農地の斡旋（農地情報バンク事業、人・農地プラン策定に 

伴う利用可能な集団農地）  

・冬季農業用水確保（農業用井戸掘削補助、水利慣行見直しへの調整） 

   ・各種税制優遇措置の創設 等 

 

② 現体制で行っている農業委員・推進委員による訪問活動や「農業委員会

通信」での情報発信、地域における良き相談相手としてフォローアップ活

動を継続的に実施する。 

 

③ 新規就農時の農地や住居の確保、初期投資を縮減する目的で、創設した

「農地取得特例（狭小農地特例）」の適用拡大と加古川市独自のメリット

措置のＰＲ活動を実施する。 
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④ 新規参入の相談に係る機関（兵庫県農業会議・加古川農業改良普及セン

ター･農林水産課・農業委員会）が連携した情報提供体制、新規就農まで

の支援措置やスケジュール等資料の常備、職員・農業委員・推進委員の知

識、対応能力向上のための研鑽を行う。 

 

【フォローアップ体制図】  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規就農希望者 

（個人・法人） 

 

就農相談（情報共有） 

・農業委員会・農業会議 

・農業改良普及センター 

・農林水産課 

 

農地利用最適化の推進 

【希望する農地のマッチング】 

・農業委員 

・農地利用最適化推進委員 

農地情報集積 

・農地中間管理機構 

（兵庫みどり公社） 

・農地情報バンク（市） 

新規就農（新設農家） 

【農地権利取得】 

・農地法第３条許可 

・農用地利用集積計画による利用権設

認定農業者（法人化含む） 

【農業経営改善計画】 

・スーパーＬ資金等の活用による経営 

拡大等 

・人・農地プラン担い手位置付け 

 

レベル      アップ 

 

認定新規就農者 

【新規就農計画】 

・人・農地プラン担い手位置付け 

・農業次世代人材投資資金受給 

 

情報収集活動 

計画策定支援 

・農業委員会 

（計画の聞取り調査・ 

委員会審議） 

・農業改良普及センタ

ー 

（計画策定相談） 

・農林水産課 

（市の計画認定） 

地域の 

フォローアップ体制 

・農業委員 

・農地利用最適化推進委員 

地域の 

フォローアップ体制 

（認定促進・担い手支援） 

・農業委員 

・農地利用最適化推進委員 

 

（営農状況確認） 

【給付金受給者フォロー】 

・農業委員 

・農地利用最適化推進委員 

 

農地のマッチング 
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加古川市 

～ 加古川市農業委員会のスローガンと活動テーマ ～ 
■ スローガン 『 食を守る・農地を守る・生活を守る  農業委員会 』 
■ 活動テーマ 『 地域課題等  積極的に取り組み 

行動する農業委員・農地利用最適化推進委員 』  


