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この農業振興地域整備基本方針は、農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）
（以下「法」という。
）第５条の規定により、平成 27 年 12 月に策定された国の「農用地等の確
保等に関する基本指針」
（以下「基本指針」という。
）に基づき変更するものであり、本県におけ
る農業振興地域の指定及び市町村が定める農業振興地域整備計画（以下「市町村整備計画」とい
う。
）の策定に際し、その基準ないし基本となるべき事項について、おおむね 10 年を見通して定
めるものです。

第１ 確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項
１ 確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保の基本的考え方
（１）農用地等の確保の基本的な方針
農地は、国内の農業生産にとって最も基礎的な資源であることから、集団的に存在する農
地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良な農地については、農業振興地域の整備に関す
る法律（昭和 44 年法律第 58 号。以下「法」という。）に基づき、農用地区域として設定す
るとともに、当該農地を良好な状態で維持・保全し、かつ、その有効利用を図ることが重要
です。
また、農地の確保と有効利用は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景
観の形成、文化の伝承等、農村で農業生産活動が行われることにより生じる多面的機能の適
切な発揮を図る上でも必要です。
このことから、
「長野県食と農業農村振興計画」に示す基本方向により各種施策を総合的
に展開するとともに、農地法（昭和 27 年法律第 229 号）に基づく農地転用許可制度及び法
に基づく農業振興地域制度等の適切な運用を確保することにより、優良農地の確保とその維
持・保全及び有効利用に努めることを基本とします。
なお、市町村においては、市町村整備計画に掲げる農用地等の確保に努めるとともに、荒
廃農地の解消やその発生の抑制に向けた取組みを着実に進めるほか、県の直轄及び補助によ
り行われる農業生産基盤整備事業等の対象地等についても積極的に農用地区域への編入を
図っていくものとします。
（２）確保すべき農用地等の面積（注）の目標
基本指針に定める農用地等の確保に関する基本的な方向、都道府県において確保すべき農
用地等の面積の目標の設定の基準に関する事項及び（１）の基本的な考え方に基づき、以下
のとおり目標を定めるものとします。
（注）基本方針における「農用地等の面積」は、農用地区域内の農地面積から荒廃農地の面積を除いたもの。

① 確保すべき農用地等の面積の目標年及び目標設定の基準年
目標年は平成 37 年とし、基準年は平成 26 年とします。
② 目標設定の基準年の農用地区域内の農地面積
基準年における農用地区域内の農地面積は、確保すべき農用地等の面積の目標の達成状
況に関する調査（以下「達成状況調査」という。
）から、9.5 万 ha となっています。
③

これまでのすう勢が今後も継続した場合における目標年までの農用地区域内の農地面

積の減少
達成状況調査から、基準年までの４年間における農地以外の用途に供するための農用地
区域からの除外面積を見ると、平均で 54.7ha となっています。
（市町村の計画により市街
化区域へ編入した面積は除きます。
）
また、達成状況調査及び荒廃農地の発生・解消状況に関する調査（以下「荒廃農地調査」
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という。
）から、基準年までの５年間における荒廃農地の発生面積は、平均で 434.8ha と
なっています。
このようなすう勢が今後も継続した場合には、平成 37 年には 9.0 万 ha（△0.5 万 ha）
に減少するものと考えられます。
④ 目標年までの集団的に存在する農用地等の農用地区域への編入促進及び除外抑制等
農業振興地域における農用地区域以外の地域（農振白地地域）の農地のうち、法第 10
条第３項に掲げるものについて、農用地区域への編入を積極的に促進することにより、
20ha 以上の集団的農地及び 10ha 以上 20ha 未満の集団的農地のうち農業生産基盤が整備さ
れている農地の合計 0.3 万 ha を農用地区域へ編入します。
⑤ 目標年までの荒廃農地の発生（荒廃）抑制
農用地区域内農地の荒廃農地の発生については、次の施策などの効果により、平成 37
年までの荒廃農地の発生見込み面積を、0.1 万 ha 抑制します。
・ 農地中間管理機構等による担い手への農地集積・集約化
・ 多面的機能支払事業による地域活動の推進
・ 中山間地域農業等直接支払制度による施策効果
・ 農地利用最適化推進委員の設置による現場活動の推進
⑥ 目標年までの荒廃農地の再生
荒廃農地調査の結果、抜根、整地、区画整理、客土等により、通常の農作業による耕作
が可能となると見込まれるとされた農用地区域内の荒廃農地について、農地中間管理機構
との連携等により 0.2 万 ha の再生を図ります。
⑦ 目標年までの確保すべき農用地等の面積として独自に考慮すべき事由
市町村整備計画の定期見直し等により次の事由を理由とする減少面積 0.3 万 ha を見込
むこととします。
・ 平成 27 年 12 月末までに、定期見直しにより除外された面積
・ 既に道路等になっている土地について、定期見直しにより除外予定の面積
・ 自然的条件が不利な農地等について、市町村による基礎調査が実施済みで、定期見直
しにより除外予定の面積
⑧ 目標年において確保すべき農用地等の面積の目標
③のとおり、これまでのすう勢によると農地面積は基準年（平成 26 年）よりも 0.5 万
ha 減少し平成 37 年時点で 9.0 万 ha となる見込みですが、④から⑦までの施策・取組によ
り 0.3 万 ha を確保することとします。
以上から、平成 37 年において確保すべき農用地等の面積の目標は、9.3 万 ha とします。

２ 諸施策を通じた農用地等の確保のための取組の推進
（１）農地の保全・有効利用
農地中間管理事業による認定農業者等の担い手に対する農地の集積・集約化の促進、地域
コミュニティによる活動や生産条件が不利な中山間地域等における営農の継続に対する支
援、荒廃農地の再生利用活動への支援等により、荒廃農地の発生抑制・再生・有効利用を推
進します。
特に、本県の過半を占める中山間地域等においては、地域住民の合意形成に基づく集落営
農組織の育成や中山間地域農業直接支払制度による営農の継続を支援するとともに、荒廃農
地などの地域の未利用資源を活用して、６次産業化による地域特産物のブランド化及びグリ
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ーン・ツーリズム等の都市農村交流による農業・農村の活性化を促進します。
（２）農業生産基盤の整備
安全・安心な農産物を供給し、高付加価値型農業等を展開するため、農地中間管理機構と
の連携を図りつつ県内各地域の人・農地プランに即した担い手への農地集積・集約化を進め
る農業生産基盤の整備、荒廃農地の発生防止や解消に結びつく条件整備、これまで整備され
た農業水利施設等の機能診断・予防保全による長寿命化対策の推進、地すべり防止施設やた
め池等の適切な維持管理と総合的な防災・減災対策の推進、棚田など中山間地域等の持つ地
域資源の保全など、農業生産基盤の整備と適切な維持・保全・管理により、良好な営農条件
を備えた農地を確保します。
その際、現状が農用地区域外の土地であっても、当該土地を含めて整備を行うことが適当
と認められるものについては、当該土地を積極的に農用地区域に編入するものとします。
（３）非農業的土地需要への対応
農用地区域内の農地は、今後相当長期（おおむね 10 年以上）にわたり農業上の利用を確
保すべき土地であることから、非農業的土地需要へ対応するための農地転用を伴う農用地区
域からの農地の除外については、農地の確保を基本としたより適切かつ厳格な運用を図るこ
ととするとともに、市町村の振興に関する計画や国土利用計画市町村計画、都市計画等他の
土地利用計画との調整を図り、計画的な土地利用の確保に努めるものとします。
この場合、市町村整備計画の管理については、計画的に行うことが重要であり、その変更
は、原則としておおむね５年ごとに実施する基礎調査（法第 12 条の２）等に基づき行うも
のとします。
なお、国、県及び市町村が、農用地区域内にある土地を道路、農業用用排水施設その他の
公用又は公共用施設（法第 15 条の２の開発許可を要する施設を除く。
）の用に供するため、
農用地利用計画の変更が必要となる場合には、農用地利用計画の尊重と農用地区域内におけ
る土地の農業上の利用の確保に関する国及び地方公共団体の責務にかんがみ、法第 13 条第
２項に規定される農用地区域の変更の要件を満たすよう努めるものとします。
（４）交換分合制度の活用
農用地利用計画の変更を行うに当たっては、農業振興地域内における農用地等として利用
すべき土地の農業上の利用の確保と、農業振興地域内における農用地の集団化その他農業経
営の基盤の強化に資することの重要性にかんがみ、当該変更に係る土地の所有者その他その
土地に関し権利を有する者等の意向を踏まえながら、交換分合制度を積極的に活用するもの
とします。
（５）推進体制の確立等
農業振興地域整備基本方針の変更、市町村整備計画の策定・変更に当たっては、地域の振
興に関する計画や土地利用に関する各種計画との調和を図り、関係する法令及び制度等との
調整を適正かつ円滑に進めるため、関係部局間の連携体制を整備するとともに、必要に応じ
て幅広く関係団体等の意見を求めるものとします。
（６）農業振興地域整備計画の策定・変更手続
市町村整備計画を策定・変更する場合は、市町村整備計画を策定・変更する理由を付して
縦覧し、市町村住民からの意見書の提出の機会を付与することにより手続の公正性・透明性
の向上を図り、地域の合意の下で、農用地等の確保のための取組及び各種農業振興施策を計
画的かつ円滑に推進するものとします。
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３

農業上の土地利用の基本的方向

（１）県全体
① 特 徴
本県は、東西に約 120 ㎞、南北に約 212 ㎞と南北に長く、耕地は標高 260ｍから 1,490
ｍに分布し、その高低差は、1,200ｍに及んでいます。こうした地形のもと、気候は地域
によって大きく異なっているものの、全般的には、気候の年較差や日較差が大きい内陸性
気候となっています。
本県ではこうした立地条件に適応して、水稲・野菜・果樹・花きなど多様な作物が栽培
され、レタス・セルリーをはじめ、カーネーション・えのきたけなどは全国１位の生産量
を誇り、はくさい・りんご・ぶどう・ももなど全国シェアが上位に位置する品目が数多く
あるなど、園芸王国としての地位を築いてきました。
また、東京・名古屋・大阪など大消費地に近い本県の優位性を活かし、農産物の総合供
給産地としての役割を果たしています。
② 農産物産出額
本県の農業産出額は、立地条件を活かした水稲、園芸作物、畜産等の主産地形成と生産
性向上の努力により、平成 3 年には、史上最高の 4,119 億円となりました。
それ以降、牛肉が輸入自由化になるなど、農産物の輸入量の増加が本県農産物価格の伸
び悩みに拍車をかけるとともに、農業従事者の高齢化等による生産量の減少、景気の後退
による農産物価格の低迷等により農産物産出額は減少してきましたが、ここ数年は、野菜
等の需要に見合った適正生産の取組などにより、ほぼ横ばいの水準で推移しております。
平成 26 年産の農産物産出額（県推計値）は、2,818 億円で、作物別の構成比では、野菜
が 30.1％、果樹が 19.3％、きのこが 17.6％、水稲が 14.3％、畜産が 10.7％となっていま
す。
③ 農家戸数等
高齢化の影響により農家戸数・農業就業人口は、全国的に一貫して減少していますが、
本県においては、経営耕地面積が 30ａ未満で農産物販売金額が年間 50 万円未満の自給的
農家が増加しているのに対し、
販売農家は平成２年から平成 22 年の 20 年間で約 5.4 万戸、
毎年約 2,700 戸の農家の減少が続いていることに加え、65 歳以上の農業従事者の割合が全
国を上回るペースで推移しているといった特徴が見られます。
特に、販売農家が減少するなか、後継者のいない世帯が全国を上回る状況で増加し、後
継者不足が深刻化しており、今後、兼業農家が定年を迎えて専業農家に移行したとしても、
高齢化に伴う離農者の減少分を補うには、十分ではないことが想定されます。
（注）販売農家・自給的農家戸数：2010 年農林業センサス（農林水産省）による

④ 耕地面積
耕地面積は、平成 27 年において前年から 1,000ha 減少し、平成 12 年に比べ 7.8％の減
少となりました。地目別の減少率では、樹園地及び牧草地が大きくなっています。農振農
用地面積も、昭和 60 年以降減少を続けています。平成 22 年の耕作放棄地（土地持ち非農
家を含む）は、17,146ha となり、耕作放棄地率は、18.8％で全国の 10.6％を上回ってい
ます。
（注 1）耕地面積：耕地及び作付面積統計（農林水産省）による
（注 2）農振農用地面積：「農林水産省調べ」による
（注 3）耕作放棄地：2010 農林業センサス（農林水産省）による
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⑤ 今後の見通し及び基本的方向
これからの本県の農業・農村の姿を、農業関連統計データから推計すると、総農家戸数、
農業就業人口、基幹的農業従事者及び耕地面積は、農業従事者の高齢化の進行などを主な
要因として、今後も引き続き減少するものと推測されます。このような状況を踏まえ、今
後の農業生産の維持発展を図るため、「長野県食と農業農村振興計画」に沿って、関連す
る各種施策を着実に推進することによって、意欲ある経営体の育成や優良農地の確保、高
度な技術導入などにより、本県の優良農地の潜在力をフルに発揮させるとともに、農産物
の付加価値を高める６次産業化などを推進し、生産性と収益性の高い農業経営の展開を目
指します。
（２）地域別
この農業振興地域整備基本方針における地域区分を、
「長野県食と農業農村振興計画」に
おける地域区分及び県地方事務所の管轄区域を踏まえて 10 地域に区分けし、それぞれの地
域における農業上の土地利用等の方向について、整理すると次のとおりです。
① 佐久地域
＜地域の特色＞
・ 千曲川に沿って標高 500m から 1,500m に耕地が分布し、恵まれた自然環境の中で、
八ヶ岳・浅間山麓の高原野菜、佐久平の良質米、花き、鯉や信州サーモン等の養殖、川
西地区の果樹、肉用牛・養豚団地等多様な農業が営まれています。
・ 新規就農者が増加傾向の一方で農業を支えてきた世代の減少・高齢化が進み、地域の
多様な担い手の確保が必要となっています。
・ 消費者ニーズの多様化に対応した、新たな品目・技術の導入や高付加価値化など、多
角化により、農畜産物の総合供給産地として産地力強化が必要となっています。
・ 自然豊かな農村での農業体験等の、観光と連携した都市住民との交流を推進し、農村
の活性化や荒廃農地の有効利用を図る必要があります。
・ 農業水利施設、畑地かんがい施設及び集出荷施設などの老朽化が進み、補修・更新が
必要となっています。
＜農業及び農業的土地利用の推進方向＞
八ヶ岳、浅間山麓地帯においては、全国有数の高原野菜産地としての知名度を活かして、
今後は産地基盤を一層強化し、畑の土地利用をさらに促進します。
佐久平平坦地帯は、良質の米産地であることに加え、古くから花き栽培も行われており、
果樹の産地化も進んでいることから、田、畑及び樹園地の土地利用を促進します。
川西地帯においては、果樹栽培のほか、大規模な肉用牛・養豚団地も形成されており、
樹園地、牧草地を中心に土地利用を促進します。
中山間地帯においては、千曲川や高原の魅力ある自然環境を活かした都市と農村の交流
の場としての土地利用も進んでいることから、農業生産活動が行われることにより生じる
多面的機能に着目し、土地の維持・保全を図ります。
山麓地帯では、自給飼料基盤に立脚した畜産経営の確立を図るため、山林原野及び未利
用地を含めて採草放牧地を中心とした土地利用を促進します。
② 上小地域
＜地域の特色＞
・ 上小地域は、耕地が標高 420m から 1,300m に立地し、年間降水量が 860 ㎜程度と少
なく、全域にわたり多様な農業が展開されています。平成 22 年の農業産出額は 141 億
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円で、この 10 年間で 26％減少しました。
・ 経営規模の小さい農家が多く、自給的農家の割合は県平均を 11 ポイント上回る 58％
で、農業就業人口に占める高齢者（65 歳以上）の割合も県平均より６ポイント高い 73％
となっています。
・ 上小地域の耕作放棄地率は、農地面積の４分の１に迫る 23％と県平均に比べ５ポイン
ト高いほか、野生鳥獣による被害も依然として高いレベルにあります。
・ 自然的、社会的条件に恵まれ、新規就農希望者が増えています。
・ 混住化が進む中で、農産物直売所の売上増加など地場産農産物への関心が高まってい
ます。
・ ワイン特区取得などワインへの関心が高まっており、地域活性化の起爆剤として期待
されています。
＜農業及び農業的土地利用の推進方向＞
塩田平を中心とした平坦地では、大規模な稲作経営が営まれていることに加え、花きの
施設栽培が盛んなほか、河岸段丘の扇状地では果樹栽培が行われていることから、今後も
田、畑及び樹園地の土地利用を促進します。
菅平などの高冷地では、葉洋菜の産地化が進んでいることから、畑の土地利用を促進し
ます。
山麓地帯では、自給飼料基盤に立脚した畜産経営の確立を図るため、山林原野及び未利
用地を含めて採草放牧地を中心とした土地利用を促進します。
③ 諏訪地域
＜地域の特色＞
・ 諏訪地域は、標高 1,200m に至る八ヶ岳西麓地域では、夏期冷涼な気象条件を活かし
て、セルリー等の野菜やキク、カーネーション、トルコギキョウ等の花き生産が盛んで
す。
また、標高 760m の諏訪湖周辺地域では、水稲を基幹にトマト、きゅうり等の果菜類や
花きの施設園芸が営まれています。
・ Ｕ・Ｉターン等による新規就農者の定着や、集落営農組織による活動も進んでいます
が、高齢化の進行やリタイアもあり、多様な担い手の確保が必要です。
・ エコファーマーの取得を組織・団体で行うなど、農業者は高い意識を持って環境にや
さしい農業を実践しています。
・ 農産物の高付加価値化や消費者の地域農業への理解増進のため、６次産業化や地産地
消への取組の推進が必要です。
＜農業及び農業的土地利用の推進方向＞
諏訪湖周辺地帯は、稲作を中心に、野菜、花きの施設栽培が行われていることから、田
及び畑の土地利用を促進します。
八ヶ岳西麓地帯は、冷涼な気候を活かして多種類の野菜と花きが生産されていることか
ら、畑の土地利用を促進します。
山麓地帯では、自給飼料基盤に立脚した畜産経営の確立を図るため、飼料作物等の畑の
ほか、山林原野及び未利用地を含めて採草放牧地を中心とした土地利用を促進します。
④ 上伊那地域
＜地域の特色＞
・ 上伊那地域は、天竜川河岸段丘地域と東部中山間地域に大別され、更に天竜川河岸段丘
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地域は平坦水田地帯と西部畑作地帯に分かれます。平坦水田地帯は、基盤整備や施設の近
代化が進み、水稲を中心に野菜、花きの複合経営が行われ、西部畑作地帯は、畜産、野菜、
果樹を中心とした農業経営が展開されています。
・ 農業従事者の減少、生産者の高齢化、担い手不足等により、農業の生産力や農村集落の
活力の低下が著しい中で、持続的な農業を維持発展するために集落営農組織づくりが全域
で取り組まれ、地域ぐるみによる生産体制の整備が進んでいます。
・ 消費者の食に対する安全・安心や環境に配慮した農産物生産に関心が高まってきていま
す。
・ 中山間地域では、担い手の高齢化等により荒廃農地や野生鳥獣の被害発生も増加傾向に
あり、農村集落の活力が低下してきています。
・ 基幹的農業水利施設等の老朽化が進んでいることから、計画的に更新・改修整備を進め
る必要があります。
＜農業及び農業的土地利用の推進方向＞
天竜川河岸段丘地域の平坦水田地帯は、駒ヶ根市の１ha 規模の大区画整備を始めとし
て、地域全体においてほ場整備が進んでいることから、今後も田の土地利用を促進します。
西部畑作地帯は、野菜、果樹を中心にした農業経営が行われていることから、畑及び樹
園地の土地利用を促進します。加えて、当地帯は、県内最大規模の酪農地帯でもあること
から、自給飼料基盤に立脚した畜産経営の確立を図るため、飼料作物の畑のほか、山林原
野及び未利用地を含めて採草放牧地を中心とした土地利用を促進します。
東部中山間地帯は、水稲、果樹、花きの複合経営が営まれており、田、畑及び樹園地の
土地利用を促進します。
⑤ 飯伊地域
＜地域の特色＞
・ 飯伊地域は、山間傾斜地が多く、１戸当たりの耕地面積が狭いため、小規模多品目の
多角化経営が主体となっています。
・ 農業従事者の高齢化(65 歳以上比率 66.7％ ) や後継者不足等により、担い手が減少
し農業生産力の低下が懸念されています。（2010 農林業センサス）
・

地域団体商標を取得した市田柿をはじめ、「信州の伝統野菜」や竜峡小梅、茶、ゆず

等の特色ある地域農産物が生産されています。
・ 酪農、肉牛、養豚など畜産業については、戸数は減少傾向にあるものの、高品質で特
色ある畜産物の生産を目指しています。
・ 農産物加工施設や農産物直売所、観光農業や農家民宿などのグリーン・ツーリズムへ
の取組が盛んであり、今後の三遠南信自動車道やリニア中央新幹線の開通を見据えた商
品開発や品揃えの充実等、高付加価値化による経営力の向上が求められています。
・ 自然災害に対する安全性を確保するため、基幹的農業水利施設やため池の防災・減災
対策が求められています。
＜農業及び農業的土地利用の推進方向＞
天竜川の河岸段丘地帯は、果樹や野菜、花きを中心に生産が行われていることから、畑
及び樹園地の土地利用を促進します。
遠山郷を始めとする南部や西部の自然豊かな山間傾斜地帯は、農業と伝統的な文化・芸
能・郷土料理や景観など観光資源を活用した高付加価値農業を推進し、果樹や特用作物等
を主体とする畑、樹園地の土地利用を促進します。
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なお、これらに加え、南部、西部の中山間地帯は、自給飼料基盤に立脚した畜産経営の
確立を図るため、山林原野及び未利用地を含めて採草放牧地を中心とした土地利用を促進
します。
⑥ 木曽地域
＜地域の特色＞
・ 木曽地域は標高差のある狭隘な地にあり、冷涼な気象条件や中京・京阪神に近い立地
を活かし、「御嶽はくさい」と和牛肥育素牛（「木曽子牛」）を主体に農業が営まれてお
り、農業産出額は 22 億円（H22）となっています。
・ 経営規模が小さく（総農家１戸当たり耕作面積 46 ａ）
、また基幹的農業従事者に占め
る高齢者（販売農家 65 歳以上）の割合は 80％と高く、野生鳥獣被害や荒廃農地の対応
に苦慮するなど、今後の農業経営のあり方が課題となっています。
・ こうした中、新規参入者の受入れや荒廃農地を活用したそば栽培・牛の放牧に取り組
んでいるところもあります。
・

また、
「すんき」、
「ほうば巻」、「赤かぶ」などの郷土食や農村女性による地域の食材

を活用した「ふるさとの味」が提供されているほか、木曽牛の地域内消費も進められ、
地産地消が定着しつつあります。
・ 年間 295 万 6 千人（H22）の観光客が訪れる立地を活かし、
「食」や「農作業体験」
などを通して都市と農村との交流も広がっています。
＜農業及び農業的土地利用の推進方向＞
開田高原や木祖村などの高冷地では基幹作目のはくさいの栽培が盛んであり、温暖な南
部では茶が生産されていることから、畑の土地利用を促進します。加えて、そばや五平餅、
ほうば巻など地域の伝統加工食品や、歴史・文化・自然などの観光資源を活用した高付加
価値農業を推進し、農業的土地利用を促進します。
また、黒毛和牛などの畜産経営も行われており、自給飼料基盤に立脚した畜産経営の確
立を図るため、山林原野及び未利用地を含めて採草放牧地を中心とした土地利用を促進し
ます。
⑦ 松本地域
＜地域の特色＞
・ 大きな日較差や長い日照、清冽な水などの豊かな自然条件を活かして米･園芸作物･畜
産･水産の総合的な産地として発展し、県下有数の農業地帯としての地位を築いてきま
した。
・ しかしながら、近年、農畜産物の価格低迷や農業者の高齢化による生産構造の脆弱化
などが進んでいることから、これらの課題を解決するため、第１期松本地域の発展方向
において、これまで培われた銘柄品目を重点に、環境に配慮した高付加価値農業を推進
し、生産者、流通関係者、消費者それぞれが食の豊かさ食の歓びを共有するＷＩＮ－Ｗ
ＩＮの連携の構築を目指す方向として、関係市村、農協等関係団体とともに各種施策に
取り組んできました。
・

その結果、目標を上回る新規就農者（40 歳未満）が誕生するなどの成果があがって

いますが、今後多くの高齢農業者のリタイヤも懸念されています。
また、農産物の価格の低迷は続いており農業経営に影響を与えています。一方、消費者
の安全・安心、環境保全、食育への関心は一層高まってきています。
・ このような状況の中、松本地域の農業・農村はおいしい農畜産物の生産に適した環境
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に恵まれ、また、先人達の努力によって築かれた優れた知識と技術に支えられ、今後も
全国や地域への食料供給、食育、多面的機能の発揮などの大きな役割が期待されていま
す。
＜農業及び農業的土地利用の推進方向＞
松本平や安曇野の平坦水田地帯は、基盤整備が進み、全国有数の単収を誇る良質米の産
地として大規模稲作経営が行われていることから、田の土地利用を促進します。
平坦畑作地帯は、県内有数の野菜産地となっているほか、安曇野のりんごや松本平のぶ
どう・りんご・なし、塩尻のワイン用ぶどうなど生産性の高い果樹栽培が行われているこ
とから、畑及び樹園地の土地利用を促進します。
筑北などの中山間地帯は、優良農地の確保に配慮しつつ都市と農村の交流拠点としての
土地利用も促進します。
⑧ 大北地域
＜地域の特色＞
・ 大北地域の総農家数は 4,635 戸で、販売農家の経営耕地面積 3,939ha のうち、水田
が全体の 88%を占めています。
・ 農産物産出額（H22：95 億円）に占める米の割合は県平均の 16％に比べ 44％と高く、
夏は冷涼で、気温の日較差が大きい気象条件や北アルプスからの豊かな水を活かし、水
稲を中心とした農業経営が営まれています。
・ 米以外では「そば」､｢りんご」など、地域の立地条件を活かした農業が展開されてい
ますが、農業従事者の高齢化や農畜産物価格の低迷により、農業産出額は減少傾向にあ
ります。
・ このため、特色ある米づくりの推進や新たな地域特産物の生産拡大により、農家所得
の向上につながる農業生産構造を構築していくことが必要です。
・ これまで、大北地域の優れた農畜産物、加工品等を北アルプス山麓ブランドとして認
定し、県内外に広く情報発信してきました。
・ 年間 700 万人を超える観光客を有する当地域において、今後は、この北アルプス山麓
ブランドの活用と新たな地域特産物の生産振興をより一層推進し、農業振興のみなら
ず、観光との連携等による地域産業の振興を図ることが必要です。
＜農業及び農業的土地利用の推進方向＞
南部水田地帯は、日較差の大きい気象条件と清らかな水を活かした稲作経営が行われて
いることから、田の土地利用を促進します。
東北部中山間地帯は、素晴らしい自然景観や豊富な観光資源を活かし、都市と農村の交
流の場としての土地利用を促進するとともに、観光との有機的な連携を強めつつ、自給飼
料基盤に立脚した畜産経営の確立を図るため、山林原野及び未利用地を含めて採草放牧地
を中心とした土地利用を促進します。
⑨ 長野地域
＜地域の特色＞
・ 長野地域は、善光寺平と周辺の中山間地域からなり、北部の豪雪地帯から南部の少雨
地帯まで多様な気候と地形を活かし、果樹、きのこ、野菜、米等、バラエティに富んだ
農業生産が行われています。
・ 特に果樹は多品目が生産されており、中でもりんご、ぶどう、ももは栽培面積、生産
量とも県内第１位を誇ります。
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・ 全国的に知られているそば、おやき、おしぼりうどん等の郷土食やねずみ大根、小布
施丸なす等の伝統野菜を活かした地域おこしへの取組が各地で見られ、また、観光農園
や農業体験等、観光と連携した農業の展開も進められています。
・ 農産物価格の低迷、担い手の減少や農業従事者の高齢化により、生産力が低下する中、
特に樹園地の円滑な継承が課題となっています。
・ 中山間地域においては、担い手の高齢化に加え、荒廃農地や野生鳥獣による被害の増
加により、農家の生産意欲や集落の活力が減退しつつあります。
・ 消費者の食の安全・安心、環境、食育に対する意識が高まってきており、環境にやさ
しい農業への取組や農業・農村の持つ多面的機能の維持、食文化継承のための活動への
支援が求められています。
＜農業及び農業的土地利用の推進方向＞
善光寺平を中心とした平坦地は、一般的に土地の生産性が高く団地性に優れており、県
下第一位の生産を誇るりんごを中心に果樹の生産が盛んなほか、米、野菜等の生産も盛ん
であることから、農地を積極的に確保し、田、畑及び樹園地の土地利用を促進します。
中山間地帯は、そば、おやきなどの「ふるさとの味」を活用した地域おこしへの取組が
各地で図られてきており、観光と連携した農業的土地利用を促進します。また、自給飼料
基盤に立脚した畜産経営の確立を図るため、山林原野及び未利用地を含めて採草放牧地を
中心とした土地利用を促進します。
⑩ 北信地域
＜地域の特色＞
・

北信地域は、千曲川に沿って耕地が分布し、「ふるさと」の原風景が残る恵まれた自

然環境の中で、えのきたけ、ぶなしめじ等のきのこ、りんご、ぶどう、もも、プラム等
の果樹、アスパラガス等の野菜や良食味米、地域ブランドを活かした畜産、シャクヤク
等の花きなど多様な生産品目による農業が展開されています。
・ えのきたけ、ぶなしめじ等のきのこは、産出額の約 60％を占め、また、果樹は、多品
目が生産され、近年は、県オリジナル品種や無核ぶどう、プラムの生産が増えています。
・ 就農構造については、農業を支えてきた世代の高齢化が進行し、担い手が急速に減少
しています。一方で、新規就農者の増加や経営規模の拡大、企業的経営を実践する経営
体も育ってきています。
・ 北信地域の自然や農業体験等を通じ、観光と連携したグリーン・ツーリズム等都市住
民との交流が進んできています。
・ 学校給食の地場産利用や農産物直売所の売上増加など地産地消が進んできています。
＜農業及び農業的土地利用の推進方向＞
南部の岳南地帯は、積雪量が比較的少ないため、りんごを中心とした果樹栽培が多く、
ぶどう、野菜などの施設化が進み生産性の高い農業が営まれており、畑及び樹園地の土地
利用を促進します。
北部の岳北地帯は、全国有数の豪雪地帯であり、良質米の産地として名高く、水稲を中
心にきのこ、野菜等が生産されていることから、田及び畑の土地利用を促進します。また、
自給飼料基盤に立脚した畜産経営の確立を図るため、山林原野及び未利用地を含めて採草
放牧地を中心とした土地利用を促進します。
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第２ 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項
基本指針に基づき、農用地等として利用すべき相当規模の土地があり、農業経営の近代化
が図られる見込みが確実な地域、及び土地の農業上の利用の高度化を図ることが相当と認め
られる地域を、総合的に農業振興を図りながら適切に次代へ継承するため、農業振興地域の
指定予定地域とします。
本県における指定予定地域の位置及び規模は、別表１のとおりとします。
別表１（指定予定地域）
地域名

佐
久

指定予定地域
名

小諸地域
（小諸市）

単位：ヘクタール
指定予定地域の範囲
小諸市のうち都市計画法の用途地域、上
信越高原国立公園特別保護区及び規模
の大きな山林等を除いた区域

佐久地域

佐久市のうち都市計画法の用途地域及

（佐久市）

び規模の大きな山林等を除いた区域

小海地域
（小海町）
佐久穂地域
（佐久穂町）
川上地域
（川上村）
南牧地域
（南牧村）

小海町のうち八ヶ岳中信高原国定公園
特別保護地区及び規模の大きな山林等
を除いた区域
佐久穂町のうち八ヶ岳中信高原国定公
園特別保護地区及び規模の大きな山林
等を除いた区域
川上村のうち秩父多摩甲斐国立公園特
別保護地区及び規模の大きな山林等を
除いた区域
南牧村のうち八ヶ岳中信高原国定公園
特別保護地区及び規模の大きな山林等
を除いた区域

南相木地域

南相木村のうち規模の大きな山林等を

（南相木村）

除いた区域

北相木地域

北相木村のうち規模の大きな山林等を

（北相木村）

除いた区域

軽井沢地域
（軽井沢町）
御代田地域
（御代田町）
立科地域
（立科町）

指定予定地域の規模

総面積 7,308
（農用地面積

総面積 27,305
（農用地面積

（農用地面積

模の大きな山林等を除いた区域
御代田町のうち都市計画法の用途地域、
上信越高原国立公園特別保護区及び規
模の大きな山林等を除いた区域
立科町のうち八ヶ岳中信高原国定公園
特別保護地区及び規模の大きな山林等
を除いた区域

- 11 -

1,062）

総面積 6,943
（農用地面積

1,479）

総面積 5,641
（農用地面積

1,566）

総面積 7,360
（農用地面積

2,461）

総面積 2,700
272）

総面積 1,520
（農用地面積

上信越高原国立公園特別保護区及び規

7,200）

総面積 6,731

（農用地面積

軽井沢町のうち都市計画法の用途地域、

3,132）

228）

総面積 2,151
（農用地面積

425）

総面積 1,691
（農用地面積

979）

総面積 2,245
（農用地面積

1,611）

備
考

総面積 71,595

計 11 市町村
上
小

上田地域
（上田市）

（農用地面積

上田市のうち都市計画法の用途地域、上
信越高原国立公園特別保護地区及び規
模の大きな山林等を除いた区域

東御地域

東御市のうち都市計画法の用途地域及

（東御市）

び規模の大きな山林等を除いた区域

長和地域

長和町のうち規模の大きな山林等を除

（長和町）

いた区域

青木地域

青木村のうち規模の大きな山林等を除

（青木村）

いた区域

訪

（岡谷市）

び規模の大きな山林等を除いた区域

下諏訪地域
（下諏訪町）
富士見地域
（富士見町）
原地域
（原村）

諏訪市のうち都市計画法の用途地域、八
ヶ岳中信高原国定公園特別保護地区及
び規模の大きな山林等を除いた区域
茅野市のうち都市計画法の用途地域、八
ヶ岳中信高原国定公園特別保護地区及
び規模の大きな山林等を除いた区域
下諏訪町のうち都市計画法の用途地域、
八ヶ岳中信高原国定公園特別保護地区
及び規模の大きな山林等を除いた区域
富士見町のうち都市計画法の用途地域、
八ヶ岳中信高原国定公園特別保護地区
及び規模の大きな山林等を除いた区域
原村のうち八ヶ岳中信高原国定公園特
別保護地区及び規模の大きな山林等を
除いた区域

伊
那

伊那地域
（伊那市）

（農用地面積

2,881）

総面積 3,645
1,267）

総面積 2,059
660）

総面積
（農用地面積

総面積
（農用地面積

10,950）

121
56）

802
596）

総面積 5,720
（農用地面積

総面積
（農用地面積

2,679）

233
73）

総面積 4,811
（農用地面積

1,691）

総面積 2,771
（農用地面積

1,285）

総面積 14,458

計６市町村
上

総面積 5,728

（農用地面積

岡谷市のうち都市計画法の用途地域及

（茅野市）

6,143）

総面積 28,889

岡谷地域

茅野地域

（農用地面積

（農用地面積

諏

（諏訪市）

総面積 17,457

（農用地面積

計４市町村

諏訪地域

20,415）

（農用地面積

伊那市のうち都市計画法の用途地域、南
アルプス国立公園特別保護地区及び規
模の大きな山林等を除いた区域

駒ヶ根地域

駒ヶ根市のうち都市計画法の用途地域

（駒ヶ根市）

及び規模の大きな山林等を除いた区域

辰野地域

辰野町のうち都市計画法の用途地域及

（辰野町）

び規模の大きな山林等を除いた区域
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6,381）

総面積 10,793
（農用地面積

6,315）

総面積 4,420
（農用地面積

1,954）

総面積 1,645
（農用地面積

799）

箕輪地域

箕輪町のうち都市計画法の用途地域及

（箕輪町）

び規模の大きな山林等を除いた区域

飯島地域

飯島町のうち都市計画法の用途地域及

（飯島町）

び規模の大きな山林等を除いた区域

南箕輪地域

南箕輪村のうち都市計画法の用途地域

（南箕輪村）

及び規模の大きな山林等を除いた区域

中川地域

中川村のうち都市計画法の用途地域及

（中川村）

び規模の大きな山林等を除いた区域

宮田地域

宮田村のうち都市計画法の用途地域及

（宮田村）

び規模の大きな山林等を除いた区域

伊

飯田地域
（飯田市）

飯田市のうち都市計画法の用途地域、南
アルプス国立公園特別保護地区及び規
模の大きな山林等を除いた区域
松川町のうち都市計画法の用途地域及

（松川町）

び規模の大きな山林等を除いた区域

高森地域

高森町のうち都市計画法の用途地域及

（高森町）

び規模の大きな山林等を除いた区域

阿南地域

阿南町のうち規模の大きな山林等を除

（阿南町）

いた区域

阿智地域

阿智村のうち規模の大きな山林等を除

（阿智村）

いた区域

平谷地域

平谷村のうち規模の大きな山林等を除

（平谷村）

いた区域

根羽地域

根羽村のうち規模の大きな山林等を除

（根羽村）

いた区域

下條地域

下條村のうち規模の大きな山林等を除

（下條村）

いた区域

売木地域

売木村のうち規模の大きな山林等を除

（売木村）

いた区域

天龍地域

天龍村のうち規模の大きな山林等を除

（天龍村）

いた区域

泰阜地域

泰阜村のうち規模の大きな山林等を除

（泰阜村）

いた区域

喬木地域

喬木村のうち規模の大きな山林等を除

（喬木村）

いた区域

（豊丘村）

1,525）

総面積 2,791
（農用地面積

1,286）

総面積 1,207
（農用地面積

927）

総面積 4,166
（農用地面積

843）

総面積 1,100
（農用地面積

（農用地面積

松川町地域

豊丘地域

（農用地面積

442）

総面積 28,899

計８市町村
飯

総面積 2,777

14,092）

総面積 15,255
（農用地面積

4,273）

総面積 3,966
（農用地面積

1,165）

総面積 2,145
（農用地面積

1,010）

総面積 6,599
（農用地面積

669）

総面積 11,125
（農用地面積

総面積
（農用地面積

552）

631
139）

総面積 3,637
（農用地面積

374）

総面積 2,926
（農用地面積

559）

総面積 3,040
（農用地面積

215）

総面積 8,549
（農用地面積

156）

総面積 5,300
（農用地面積

295）

総面積 3,448
（農用地面積

527）

総面積 7,685

豊丘村の全域

（農用地面積
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670）

大鹿地域
（大鹿村）

大鹿村のうち南アルプス国立公園特別
保護地区及び規模の大きな山林等を除
いた区域

（農用地面積

木

上松地域

上松町のうち都市計画法の用途地域及

曽

（上松町）

び規模の大きな山林等を除いた区域

南木曽地域

南木曽町のうち規模の大きな山林等を

（南木曽町）

除いた区域

木曽地域

木曽町のうち都市計画法の用途地域及

（木曽町）

び規模の大きな山林等を除いた区域

木祖地域

木祖村のうち規模の大きな山林等を除

（木祖村）

いた区域

王滝地域

王滝村のうち規模の大きな山林等を除

（王滝村）

いた区域

大桑地域

大桑村のうち規模の大きな山林等を除

（大桑村）

いた区域

本

（松本市）

10,938）

462）

総面積 6,860
356）

総面積 27,280
（農用地面積

1,401）

総面積 2,599

総面積
（農用地面積

299）

649
104）

総面積 5,120
（農用地面積

207）

総面積 47,853
（農用地面積
松本市のうち都市計画法の市街化区域、中部
山岳国立公園特別保護地区及び規模の大き
な山林等を除いた区域

塩尻市のうち都市計画法の市街化区域

（塩尻市）

及び規模の大きな山林等を除いた区域

（安曇野市）

（農用地面積

（農用地面積

塩尻地域

安曇野地域

335）

総面積 5,345

（農用地面積

計６町村
松本地域

（農用地面積

総面積 78,763

計 14 市町村

松

総面積 4,457

安曇野市のうち都市計画法の用途地域、
中部山岳国立公園特別保護地区及び規
模の大きな山林等を除いた区域

麻績地域

麻績村のうち規模の大きな山林等を除

（麻績村）

いた区域

生坂地域

生坂村のうち規模の大きな山林等を除

（生坂村）

いた区域

山形地域

山形村のうち規模の大きな山林等を除

（山形村）

いた区域

朝日地域

朝日村のうち規模の大きな山林等を除

（朝日村）

いた区域

筑北地域

筑北村のうち規模の大きな山林等を除

（筑北村）

いた区域

総面積 24,916
（農用地面積

8,345）

総面積 10,023
（農用地面積

3,153）

総面積 11,636
（農用地面積

7,326）

総面積 1,246
（農用地面積

595）

総面積 3,111
（農用地面積

435）

総面積 1,202
（農用地面積

総面積
（農用地面積

823）

970
513）

総面積 4,241
（農用地面積
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2,829）

817）

総面積 57,345

計８市村
大
北

大町地域
（大町市）

（農用地面積
大町市のうち都市計画法の用途地域、中部山
岳国立公園特別保護地区特別保護地区及び
規模の大きな山林等を除いた区域

池田地域

池田町のうち規模の大きな山林等を除

（池田町）

いた区域

松川村地域

松川村のうち規模の大きな山林等を除

（松川村）

いた区域

白馬地域
（白馬村）
小谷地域
（小谷村）

野

長野地域
（長野市）

護地区及び規模の大きな山林等を除い
た区域
小谷村のうち中部山岳国立公園特別保
護地区及び規模の大きな山林等を除い
た区域

長野市のうち都市計画法の市街化区域、
妙高戸隠連山国立公園特別保護区及び
規模の大きな山林等を除いた区域

（須坂市）

及び規模の大きな山林等を除いた区域

千曲地域

千曲市のうち都市計画法の用途地域及

（千曲市）

び規模の大きな山林等を除いた区域

坂城地域

坂城町のうち都市計画法の用途地域及

（坂城町）

び規模の大きな山林等を除いた区域
小布施町のうち都市計画法の市街化区
域及び規模の大きな山林等を除いた区
域

高山地域

高山村のうち規模の大きな山林等を除

（高山村）

いた区域

信濃地域
（信濃町）

総面積 1,688
975）

総面積 2,258
1,275）

総面積 5,640
（農用地面積

1,000）

総面積 13,659
（農用地面積

（農用地面積

須坂市のうち都市計画法の市街化区域

（小布施町）

2,537）

658）

総面積 35,302

須坂地域

小布施地域

（農用地面積

（農用地面積

計５市町村
長

総面積 12,057

（農用地面積

白馬村のうち中部山岳国立公園特別保

22,008）

総面積 43,536
（農用地面積

高戸隠連山国立公園特別保護地区及び
規模の大きな山林等を除いた区域

小川地域

小川村のうち規模の大きな山林等を除

（小川村）

いた区域

飯綱地域

飯綱町のうち規模の大きな山林等を除

（飯綱町）

いた区域

（農用地面積

2,320）

総面積 4,038
（農用地面積

1,683）

総面積 1,375
（農用地面積

591）

総面積 1,147
（農用地面積

867）

総面積 1,643
966）

総面積 4,369
（農用地面積

1,661）

総面積 3,745
（農用地面積

659）

総面積 5,965
（農用地面積
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11,486）

総面積 4,316

（農用地面積

信濃町のうち都市計画法の用途地域、妙

6,445）

1,691）

総面積 70,133

計９市町村

（農用地面積

北

中野地域

中野市のうち都市計画法の用途地域及

信

（中野市）

び規模の大きな山林等を除いた区域

飯山地域

飯山市のうち都市計画法の用途地域及

（飯山市）

び規模の大きな山林等を除いた区域

山ノ内地域
（山ノ内町）

総面積 9,043
（農用地面積

規模の大きな山林等を除いた区域

木島平地域

木島平村のうち規模の大きな山林等を

（木島平村）

除いた区域

野沢温泉地域

野沢温泉村のうち規模の大きな山林等

（農用地面積

（栄村）

3,732）

総面積 2,812
（農用地面積

1,116）

総面積 1,894
（農用地面積

898）

総面積 1,025

（野沢温泉村） を除いた区域
栄地域

3,561）

総面積 11,179

山ノ内町のうち都市計画法の用途地域、
上信越高原国立公園特別保護地区及び

21,924）

（農用地面積

栄村のうち上信越高原国立公園特別保

532）

総面積 4,395

護区及び規模の大きな山林等を除いた

（農用地面積

区域

946）

総面積 30,348

計６市町村

（農用地面積

県計 77 地域

10,784）

総面積 463,584

（77 市町村）

(農用地面積

126,766)

注１） 指定予定地域名及び市町村名は、平成 27 年３月 31 日現在の名称です。
注２） この表中の指定予定地域の規模の欄に掲げる「総面積」は、市町村総面積から除外する
区域の面積を除いた面積を示しています。
注３） 農用地面積は、農業振興地域内にある農地と採草放牧地の合計面積で、達成状況調査に
基づく平成 26 年 12 月１日現在の数値を基に算出しています。

第３ 農業生産基盤の整備及び開発に関する事項
１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向
（１）土地改良施設の補修・更新
これまで県内で整備された農業用水路は約 15,000km に及びます。
このうち、基幹的農業水利施設は約 1,200km あり、県内の農地面積 111,200ha の約 46％に
当たる 51,000ha をかんがいしています。
農業用水路は、取水口（頭首工）、開水路、暗渠、分水、水路橋、水路トンネル、ゲート
等の施設により構成されていますが、一旦機能不全に陥ると復旧までに長時間を要する施設
もあり、事前に対策を講じる予防保全が重要となっています。
また、基幹的農業水利施設の多くが耐用年数を迎えつつあり、破損や摩耗に伴う漏水等の
機能低下による維持管理費用や労力の増加は、施設を管理する土地改良区の大きな負担とな
っています。
このため、機能保全計画の策定により、補修・更新を計画的に進め、費用負担の平準化と
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ライフサイクルコストの低減を図る必要があります。
（２）農地の条件整備
県内の水田は、明治後期から行われた耕地整理事業、その後の農業構造改善事業、ほ場整
備事業により、水田面積の 82.6％が１区画 10ａ以上に整備されてきました。
しかしながら、１区画 10ａ程度の整備済地域では、区画が小さく農道も狭いことから、大
型機械による土地利用型農業に支障を来たしています。
（１区画 20ａ以上の整備率は 53.1％
に留まっています。
）
このため、担い手への農地集積を促進するほ場整備、暗渠排水など、地域が目指す農業に
沿った農地の条件整備を進める必要があります。

２ 農業地帯別の方向
（１）水田の整備
これまでに整備された農業生産基盤の適切な維持・保全を推進するとともに、大区画化な
どのほ場の条件整備を進めることにより、担い手への農地集積を促進します。
（２）畑の整備
生産性の高い品目の集団化と生産力の増強により、園芸畑作部門の規模拡大と近代化を図
るとともに、畑地かんがい施設や農道等の整備による農業生産の安定を促進します。
（３）樹園地の整備
農道や畑地かんがい施設等の整備を進めるとともに、区画整理による規模拡大を促進しま
す。
（４）採草放牧地の整備
飼料自給率の向上及び効率的かつ安定的な畜産経営の確立を図るため、低位利用の採草放
牧地及び畜産を中心に利用が可能な山林原野等について需要に応じた整備改良を進めるな
ど、自給飼料に立脚した畜産生産基盤の整備を促進します。

３

広域整備の構想
市町村の区域を越えて広域的に事業を実施することがより効果的・効率的な事業推進に資す

るものについては、関係する市町村整備計画との整合性を保ちつつ、また、地域の実情や社会
経済情勢の変化にも適時・適切に対応した農業生産基盤整備を推進します。
（１）効率的な生産活動ができる農業生産基盤の整備
・ 担い手や集落営農組織への農地集積を促進するため、区画整理や農道整備、かんがい施
設の更新・整備など一体的な整備を進めます。
・ 麦・大豆・そばや地域振興作物の生産を拡大するため、暗渠排水等による湿田解消など、
水田の畑地利用に必要なほ場の条件整備を進めます。
・ 農産物の安定生産と品質確保を図るため、農業用用排水路、頭首工及び用排水機場など、
基幹的農業水利施設の計画的な更新・整備を進めます。
・ 県下各地のりんごやぶどう、高原地帯のレタスや平坦畑作地帯のすいかやながいもなど、
各地域の特産品の計画的・安定的な生産を図るため、畑地かんがい施設の更新・整備を進
めます。
・ 農道橋などの重要構造物は、大規模地震に備えた補強等の耐震対策を重点的に進めます。
（２）農業水利施設等の維持・補修と長寿命化対策
・ 農業水利施設を効率的に維持管理するため、土地改良区体制強化事業などの補助事業を
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活用し、土地改良区等の体制強化を支援します。
・ 適切な施設の管理や保全を行うため、基幹的農業水利施設等の機能保全計画や補修履歴
のデータベース化を進めます。
・ 施設の整備にあたっては、コスト縮減及び事業効果の早期発現を図るため、日常点検か
ら機能診断・保全計画及び補強・補修工事まで一貫した保全サイクルに基づく長寿命化対
策を推進します。
・ 末端の農業水利施設等の維持管理については、多面的機能支払事業により支援するなど、
体制の強化を促進します。

第４ 農用地等の保全に関する事項
１ 農用地等の保全の方向
（１）農用地等の保全の必要性
① 防災・減災対策
東日本大震災では、大規模なため池の決壊が人命を奪うこととなり、本県においても耐
震性の検討が急務となっています。
また、堤体からの漏水や余水吐の断面不足等、豪雨に対する安全性が低いため池につい
て、安全性を向上させるための整備を計画的に進める必要があります。
県内には、地すべり防止区域 137 箇所を含む地すべり危険箇所が 320 箇所ありますが、
地すべり防止施設の老朽化が進んでいます。
このため、地すべりの兆候が確認されている区域については、迅速に防止対策を進める
とともに、既存の地すべり防止施設においても適切な管理と維持補修を計画的に進める必
要があります。
② 維持管理
農業用水等の土地改良施設を管理している土地改良区は、県内に 111 ありますが、この
うち 32 の土地改良区には、専任職員が常駐しておらず、適正な管理運営が困難な状況と
なっています。
また、農業経営の大規模化が図られる中で、小規模な用水路や排水路、農道等の共同管
理が十分にできない状況になりつつあります。
このため、土地改良区の合併等も視野に入れた組織強化対策、地域住民による農地や水
路等の保全活動など、適切な維持管理体制の構築が必要となっています。
③ 地域資源の活用と保全
農村の風景は、長野県を象徴する景観であり、多様な動植物が生息しています。
このため、農業が営まれることよって保たれる農村景観や動植物等の生態系への配慮が
必要となっています。
また、農業用水路は全国７位（設備容量）の小水力発電ポテンシャルを有しています。
このため、土地改良区等の維持管理費の軽減に向け、農業用水を有効活用した小水力発
電施設の建設を進める必要があります。
（２）農用地等の保全の基本的方向
① 安全で暮らしやすい農村づくり
大規模災害の発生リスクを低減させるため、長野県北部の地震での経験や東海地震、東
南海、南海地震等に関する県地域防災計画を踏まえ、これまで実施してきた老朽化したた
め池や地すべり防止施設等の整備により被害の発生を防ぐ「防災」事業に加え、災害時の
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被害を最小化する「減災」の考え方に基づくハード・ソフトが一体となった総合的な災害
対策を推進します。
また、農山村地域の農業振興と定住促進や活性化など集落機能の維持に向けて必要な基
幹的農道や集落内の道路改良等の生活環境の整備を進めます。
② 農山村の多面的機能の維持と環境保全
農業・農村が有している、水資源のかん養、農村景観の形成、憩いや安らぎの場の提供、
国土保全などの多面的機能が将来にわたって十分に発揮されるためには、営農の継続が不
可欠です。
このため、農地・農業用水路等の農村資源の適切な保全管理、荒廃農地の解消、野生鳥
獣被害の防止に取り組むとともに、これらの取組の広域化や農業者だけでなく非農家住民
も含めた地域ぐるみで実施する体制づくりを進めます。

２ 農用地等の保全のための事業
（１）ため池等の防災・減災対策の推進
農村地域において自然災害に対する安全性を確保するためには、総合的な防災・減災対策
を計画的に推進する必要があるため、県農村地域防災減災総合計画（防災減災マスタープラ
ン）に基づいたハード・ソフト一体となった防災・減災対策を実施します。
（２）地すべり対策の推進
地すべり防止区域の管理は、県が行う必要があることから、既存の地すべり防止施設の適
切な管理と計画的な維持補修を実施します。
（３）基幹的農道の安全性向上
これまでに広域農道、県単農道等で造成してきた重要構造物（橋梁、トンネル、大型擁壁
等）は、市町村へ譲与し、ここで管理されています。
県も重要構造物の製造者として、基幹的農道の長寿命化対策及び耐震対策、交通安全対策
を進める必要があります。
（４）農道整備の推進
基幹的農道の整備や、定住促進、活性化を目的とした中山間地域での農道整備を進めます。
（５）地籍調査の推進
県土の保全並びにその利用の高度化（土地に関する施策の基礎資料としての活用）に資す
るとともに、土地の所有者、地番、地目、境界等を調査し、地籍の明確化を図ります。
（６）野生鳥獣対策の推進
野生鳥獣による農作物被害を防止するため、被害地域への支援体制を整備し、侵入防止策
の設置や集落ぐるみによる捕獲体制の整備等の被害対策を総合的に支援します。

３

農用地等の保全のための活動

（１）農地や農業用水路等の保全管理の推進
・ 農地・農業用水路等の資源や農村環境を保全するため、地域ぐるみの共同活動として行
う水路の泥上げ・補修、草花の植栽、農道への砂利補充などを支援します。
・ 「長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会」を中心に市町村及び農業関係団体と連携
し、地域の核となるリーダーを育成します。
・ 農業・農村の多面的機能に対する県民の理解を深めるための情報提供や学習機会の充実
等を図ります。
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・ 保全管理体制を強化するため、共同活動への非農家住民等の参加や活動組織の広域化を
進めます。
（２）中山間地域の継続的な農業生産活動の推進
・ 中山間地域において、荒廃農地の発生防止と多面的機能の維持発揮を図るため、自律的
かつ継続的な農業生産活動の体制整備に向けた取組を支援します。
・ 担い手不足が懸念される中山間地域で、集落営農組織の育成や地域農業の維持・発展に
向けた営農体制の整備を地域の実情に即して支援します。
（３）野生鳥獣対策の推進
・ 野生鳥獣に負けない集落づくりを進めるため、野生鳥獣被害対策チーム等が市町村や大
学、ＮＰＯ等と連携し、追い払い等の防除対策、狩猟者の確保・育成による広域や集落ぐ
るみでの捕獲対策、緩衝帯整備等の環境対策、ジビエの振興による活用対策等総合的な取
組を、集落自らが実践できるよう支援します。
・ 鳥獣被害防止特別措置法に基づき市町村が作成する被害防止計画に沿った侵入防止策の
整備等を支援し、野生鳥獣による農業被害の軽減を図ります。
（４）荒廃農地の再生・活用
・ 国の交付金等を活用し、農産物の生産販売と一体的に進める荒廃農地の再生を推進しま
す。
・ 市町村の人・農地プランの作成を支援し、荒廃農地を含む農地の効率的・継続的利用を
促進します。
・ 県プロジェクトチーム・地方事務所支援チームによる地域巡回指導や市町村等を対象と
する研修会の開催により、荒廃農地の再生・活用、発生防止を推進します。
・ 棚田のオーナー制度等の消費者等と連携した取組や農業参入する企業等の新たな利用者
による活用を促進します。

第５

農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上

の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項
１ 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の
効率的かつ総合的な利用の促進の方向
現在、多くの市町村においては、関係機関・団体で構成する営農支援センターや地域農
業再生協議会が設置され、地域内の農業経営者の経営規模の拡大・多角化等に向けた支援
に加え、集落営農の組織化・法人化等を支援する活動が展開されています。
一方で、本県の農業生産を担う基幹的農業従事者は、65 歳以上が 69％を占め、高齢化
により離農や経営規模の縮小が進んでいます。また、販売農家数も減少傾向が続いており、
農業経営者の世代交代が進まない中で、土地持ち非農家が増加する傾向にあり、特に農業
従事者の高齢化が顕著な中山間地域では農業機械のオペレータ不足などにより地域の農
地を維持する集落営農の組織化が困難な地域もあります。
そのため、人・農地プランの作成・見直しを通じて新規就農者の誘致と確保・育成を図
るとともに農地中間管理事業を活用した企業的農業経営体等への農地の集積・集約化を進
めていきます。
また、中山間地域等においては、地域の担い手が効率的に生産活動を行えるよう農地の
条件整備を行うとともに、省力栽培が可能な品目の導入支援や兼業農家などを含めた地域
の多様な農業者の役割分担により相互に支えあう集落営農組織の育成・法人化などにより
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地域全体の営農の継続や農地の維持・活用を図ります。
なお、農業参入を希望する企業に対し活用可能な農地等の情報提供を行うなど、市町村
と連携して企業による農地利用を支援します。
（１）農地の利用集積による規模拡大の促進
・ 将来の地域農業を担う担い手の明確化、担い手への農地の利用集積計画の基礎とな
る、人・農地プランの作成・見直しを進めます。
・ 人・農地プランの作成・見直しを通じて、地域の農業者や地権者の意向に基づき合
意形成された農地について、農地中間管理事業により担い手への集積・集約化に向け
た取組を行い、長期間安定的に経営できる構造を確立していきます。
・ 果樹地帯では、農地中間管理機構やＪＡ出資法人等による農地の一時管理機能等を
有効に活用するとともに、果樹経営を望む担い手への円滑な園地継承や省力化が可能
な品目の導入を支援します。
・ 地域の意向を踏まえつつ、企業が出資した農業法人等と連携し農地の有効活用を支
援します。
（２）集落営農組織等の育成及び営農改善と支援体制の充実
・ 人・農地プランの作成を支援し、集落営農組織や農作業の補完組織の育成を進めま
す。
・ 研修会や巡回相談等を開催し、集落営農組織の法人化を推進し、経営管理の効率化
や安定的な人材の確保等による長期的な農地利用を推進します。
・ 市町村営農センター、農地中間管理機構及び農地利用集積円滑化団体が行う農地の
利用調整活動を支援し、集落営農組織の効率的な農地利用を促進するとともに、補助
事業等を活用し、経営規模の拡大、複合化・多角化を支援します。
・ 中山間地域等では、個別経営体や組織経営体、兼業農家等の多様な農業者による役
割分担の下に行われる持続的な農地利用を支援するとともに、ＪＡ等が主導・出資す
る農業生産法人や第三セクター等が実施する農作業受託や農地の保全管理、人材育成
などの取組を市町村等と連携して推進します。
２ 農業経営の基本的指標
（１）経営体の所得目標
個別経営体では、経営主である主たる農業従事者１人と家族従事者（補助的従事者）１人
又は２人による効率的な経営規模を確保し、労働ピーク時の不足労働力は雇用により対応す
ることとします。なお、家族従事者の労働報酬を含めた経営体単位の年間所得は、地域の他
産業従事者と均衡する年間総労働時間（主たる従事者 1 人当たり 1,900～2,100 時間程度）
の水準で、おおむね 800 万円程度（主たる従事者１人当たりは 500 万円程度）を見込んでい
ます。
ただし、特に不利な立地条件のもとで多様な農業経営を展開する中山間地域等では、経営
体当たりおおむね 450 万円程度とし、関連事業部門と組み合わせて、年間総所得の確保を目
指すものとします。
組織経営体では、主たる従事者全員が従事者１人当たりの所得目標の実現を目指すものと
します。
（２）農業経営指標
効率的な経営体や集落営農組織が他産業並みの所得を確保し得る農業の展開を図り、農業
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が産業として自立することを目指します。具体的には、別表２のとおりです。
別表２（農業経営指標）
区分

面積
規模

営農類型

労働力（人）
基幹 補助
6.0
0.0

年間所得（千円）
１人
経営体所得
5,170
31,000

水 稲 ＋ 小 麦 ＋ 大 豆

50ha 水稲30ha､小麦20ha､大豆20ha

水稲＋小麦＋大豆

21ha 8.4ha

2.0

0.0

4,950

9,910

水稲＋小麦＋そば

20ha 水稲 12ha､小麦 8ha､そば 8ha

2.0

0.0

5,030

10,060

1.0

1.0

5,000

8,000

1.0

1.0

5,000

8,200

1.0

1.5

5,000

8,040

1.0

1.5

5,000

8,170

1.0

1.5

5,000

8,020

1.0

1.5

5,000

8,240

1.0

1.5

5,000

8,040

1.0

1.5

5,000

8,100

540a キャベツ 40､ブロッコリー50

1.0

1.5

5,000

8,050

250a ｾﾙﾘｰ 250（半促成・無加温）

1.0

1.5

5,000

8,090

300a すいか 200、ながいも 70、ねぎ 70

2.0

1.0

5,000

8,100

70a (抑制)20

1.0

1.5

5,000

8,040

い ち ご ( 半 促 成 )

40a いちご半促成（高設）40

2.0

1.0

5,000

8,100

い ち ご ( 夏 秋 )

30a いちご夏秋（高設）30

2.0

0.5

5,000

8,160

カ ー ネ ー シ ョ ン

50a カーネーション 50

2.0

1.0

5,000

8,060

ｶｰﾈｰｼｮﾝ＋ﾄﾙｺｷﾞｷｮｳ

70a トルコギキョウ(抑制)30

2.0

1.0

5,000

8,020

アルストロメリア

60a アルストロメリア 60

2.0

1.0

5,000

8,050

水稲＋小麦
＋ 作 業
水稲＋小麦
＋ 作 業
り

＋大
受
＋そ
受

ん

豆
託
ば
託
ご

り ん ご ＋ も も
り ん ご ＋ な し
り ん ご ＋ ぶ ど う
ぶ ど う ＋ り ん ご
標
準
経
営
指
標
（
経
営
体
所
得
８
０
０
万
円
程
度
）

品目の作付け構成(a)

りんご＋なし＋干し柿
葉洋菜(レタス基幹)
セ

ル

リ

ー

すいか＋ながいも＋ね
ぎ
き

シ

ゅ

ク

う

ラ

メ

キ
リ

ン

ド

り

水 稲 12.6ha ､ 小 麦 8.4ha ､ 大 豆

11ha 水 稲 6.3ha ､ 小 麦 4.2ha ､ 大 豆
(22ha) 4.2ha､作業受託 22ha
a
12ha 水 稲 7.2ha ､ 小 麦 4.8ha ､ そ ば
(20ha) 4.8ha､作業受託 20ha
(普)ふじ 40､(新)ふじ 40、ｺﾞｰﾙﾄﾞ
220a 40､ｼﾅﾉｽｲｰﾄ 60、秋映 40
(新)ふじ 60､秋映 30､ｼﾅﾉｺﾞｰﾙﾄﾞ
200a 50
あかつき
30､川中島白桃 30 50､ｼﾅ
(普)ふじ 60､(新)ｼﾅﾉｺﾞｰﾙﾄﾞ
200a ﾉｽｲｰﾄ 20、幸水 30、南水 40
南水 40 80､ｼﾅﾉｺﾞｰﾙﾄﾞ 80、ﾅｶﾞﾉﾊﾟ
(新)ふじ
220a ｰﾌﾟﾙ 20、巨峰 (露地)40
ﾅｶﾞﾉﾊﾟｰﾌﾟﾙ 40、巨峰(無核)40､巨
210a 峰（露地）80、(新)ｼﾅﾉｺﾞｰﾙﾄﾞ 50
(露地)80、ｼﾅﾉｺﾞｰﾙﾄﾞ
50 40、豊水
(新)ふじ
40、ｼﾅﾉｺﾞｰﾙﾄﾞ
180a 30、南水 40、市田柿 30
南水
40、市田柿
30 150
レタス
300､はくさい

きゅうり(半促成)20､(夏秋)30、

カーネーション 40

ン

100a シクラメン 100

2.0

1.0

5,000

8,050

ク

110a キク(施設)55､(露地)55

2.0

1.0

5,000

8,090

ウ

100a リンドウ(施設)30､(露地)70

1.0

2.0

5,000

8,050

リ ンド ウ (露 地)50、 コギ ク (露

リンドウ＋コギク

110a 地)60

1.0

2.0

5,000

7,600

え

の

き

た

け

-

えのきたけ 12 万本×5.5 回転

1.0

1.5

5,000

8,060

ぶ

な

し

め

じ

-

ぶなしめじ 20 万本×3 回転

1.0

2.0

5,000

8,030

農

-

フリーストール経産牛 80 頭
育成牛 40 頭

1.0

2.0

5,000

8,160

肉 専 用 種 肥 育

-

黒毛和種常時 135 頭

1.0

1.0

5,000

8,170

交

-

交雑種常時 160 頭、牧草 100

1.0

1.0

5,000

6,280

酪

雑

種

肥

育
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養

豚

一

地

-

母豚 120 頭

1.0

2.0

5,000

8,010

鶏

-

常時飼育 450 羽

1.0

0.0

1,010

1,010

ご

130a

1.0

0.5

3,500

4,560

1.0

0.5

3,500

5,260

り ん ご ＋ ぶ ど う

(新)ふじ 50､つがる 40､ｼﾅﾉｽｲｰﾄ
40
(新)ふじ 50､(新)ｼﾅﾉｽｲｰﾄ 50、
130a ﾅｶﾞﾉﾊﾟｰﾌﾟﾙ(雨よけ)30

り ん ご ＋ な し

110a

(新)ふじ 20､ｼﾅﾉｽｲｰﾄ 40、
豊水 20､南水 30

1.0

0.5

3,500

4,230

干 柿 ＋ り ん ご

100a 市田柿 60､(新)ｼﾅﾉｽｲｰﾄ 40

1.0

0.5

3,500

4,830

1.0

1.0

3,500

4,660

1.0

1.5

3,500

4,370

り

中
山
間
経
営
指
標
（
経
営
体
所
得
４
５
０
万
円
程
度
）

貫

ト

ん

マ

ト

複

合

80a

アスパラガス複合

トマト(半促成)30､キュウリ(抑
制)30、ほうれんそう 20

750a 水稲 7ha､アスパラガス 50

カ ー ネ ー シ ョ ン

30a カーネーション 30

1.0

1.5

3,500

5,180

キ

ク

70a キク(施設)40､(露地)30

1.0

1.5

3,500

4,610

ウ

50a リンドウ(施設)10､(露地)40

1.0

1.5

3,500

4,170

リンドウ(露地)35､コギク(露
地)30

1.0

1.0

3,500

4,490

えのきたけ 4 万本×4 回転、
アスパラガス(露地)120

1.0

1.0

1,510

1,530

9.0

0.0

5,000

48,440

リ

ン

ド

リンドウ＋コギク

65a

え の き た け 複 合

120a

集落営農（ｵﾍﾟﾚｰﾀ型）

50ha 水稲 30ha､小麦 20ha、
(50ha) 大豆 20ha､作業受託 50ha

1 戸(40a)当たり平均所得:290 千円(10a
集
落
営
農
経
営
指
標

水稲 30ha(移植 20ha、直播 10ha)､ 当たり 74 千円(地代 10 千円は費用計上
50ha 小麦 20ha､大豆 20ha
済み、労働・オペレータ代等は費用に計

集落営農（集落ぐるみ
型）(125 戸)

上していない。))

集落営農（集落ぐるみ
型）(50 戸)

中山間集落営農（集落
ぐるみ型）(25 戸)

農
業
関
連
経
営
指
標

観

光

区

分

農

園

20ha 水稲 12ha､小麦 8ha､大豆 8ha

1 戸(40a)当たり平均所得:216 千円(10a
当たり 54 千円(地代 10 千円は費用計上
済み、労働・オペレータ代等は費用に計
上していない。))

10ha 水稲 6ha､そば 3ha､ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 1ha

1 戸(40a)当たり平均所得:302 千円(10a
当たり 75 千円(地代 10 千円は費用計上
済み、労働・オペレータ代等は費用に計
上していない。))

内
経

容

営 観光農園(いちご等)、直売施設1棟

漬 物 共 同 加 工 経 営 野菜、きのこ等加工、加工処理施設1棟
農

産

物

直

売

経

年間所得

2,000千円程度

営 果樹､野菜､きのこ、加工品等直売施設1棟
牛肉、牛乳等の直売・提供
畜産物・直売提供施設1棟
農村での暮らしの提供、農作業体験、
宿
宿泊棟・農作業体験棟

ふ れ あ い 牧 場 経 営
農

家

民

2,000千円程度

注１)「長野県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」(平成 26 年５月策定)の農業経営の基本的指標から
抜粋
注２)（普）は普通樹、
（新）は新わい化
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（３）主要な営農類型
力強い農業構造の構築を進めるに当たっては、以下の部門別の対応とともに、耕種と畜産
の連携、自然の力を活かした環境農業の推進、機械・施設の共同利用、補助労働力の調整等、
部門間の合理的な補完関係の構築による地域農業の複合化を促進します。
① 普通作物
米・麦等土地利用型作物については、農地の利用権設定及び農作業受委託の推進等によ
り大規模化を推進するとともに、米と麦・大豆・そばの複合経営体の育成や消費者に選ば
れる特徴ある高品質米の生産、実需者ニーズに対応した麦・大豆・そばの生産拡大など産
地化を促進します。
また、個人経営体や集落営農組織の法人化を推進し、地域全体の効率的かつ継続的な農
用地の利用を促進します。
なお、当面、十分な効率的経営体の確保・育成が困難な地域にあっては、実情に応じて
労力補完の仕組みづくりを支援します。
また、農用地や農業用用排水施設等の農業生産基盤の整備等により農用地を有効に活用
するとともに、水田の畑地利用を促進するため、暗渠排水や排水路等の整備を進めます。
② 園芸作物
野菜・果樹・花き等の園芸作物については、畑地かんがい等の整備と作付けの団地化、
省力・機械化、新品目・新品種の導入、育苗等部分作業受委託の推進、雇用労働力の調整
とともに多様な需要に対応するマーケットインの生産や販路開拓の推進等を総合的に推
進し、担い手経営体を中心とした産地の体質強化を促進します。
③ 畜 産
畜産については、消費者が求める安全・安心かつこだわりのある畜産物の生産と供給等
による畜産物の高付加価値化や、経営の合理化等と併せて、自給飼料の増産と利用拡大に
よる生産コストの低減、家畜にやさしい飼養管理の推進、家畜排せつ物の適正な管理と利
用促進等を進め、経営基盤の強化と経営の安定化を図ります。
④ 施設型農業
きのこ・施設園芸等の施設型農業については、生産性の高い品目・作型の導入、低コス
ト省力生産技術、施設の導入、合理的集出荷流通体制の改善、資金と経営管理の改善等を
推進し、一層のコスト低減と生産性の向上及び経営の安定を図ります。

３

農業地帯の構想

（１）都市近郊地帯
この地帯は、混住化等都市化の影響が著しい地帯であり、経営規模が小さく自給的農家率
が高いほか、農用地の流動化や作業受委託の動きは停滞しています。
今後は、計画的な土地利用調整を進め、集団的な優良農地の確保に努めるとともに、消費
地に近いという特性を活かした個別経営体による果樹・野菜・花き等の振興、農作業受託体
制の整備による農用地の利用集積の促進を図ります。
また、都市農業振興基本法を踏まえ、都市住民のニーズに対応した観光農園、市民農園等
農業体験等の場としての農地の活用も促進します。
（２）水田地帯
この地帯は、稲作経営の割合が高く、農用地の流動化や農作業受委託による経営規模の拡
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大が進んでいますが、一層の経営規模の拡大と農用地の流動化が必要となっています。
このため、個別経営体、組織経営体による土地利用型の大規模複合経営の育成による収益
性の高い水田農業経営の確立を図ることとし、地域の実情に応じて麦・大豆、飼料作物の生
産や園芸作物の作付けを促進するとともに、農用地の流動化や農作業受委託の一層の推進に
より、水田の有効活用と経営の合理化を図ります。
（３）園芸地帯
この地帯は、果樹・野菜・きのこ・花き等の産地が形成されていますが、果樹産地等では、
農業従事者の減少と高齢化に伴い低管理園地の発生等、産地構造の脆弱化が課題となってい
ます。
このため、個別経営体の規模拡大と経営の効率化や新規就農者の確保を図るとともに、遊
休施設の活用や、円滑な経営の継承を促進し、産地の維持・拡大に努めます。
補完関係の強化、周辺また、畜産、稲作等を含めた部門・作目間の住民の参画を含めた労
働力補完体制などを整え、地域農業の複合化及び経営間・地域内労働力の活用を促進します。
（４）山間農村地帯
この地帯は、農業生産条件に恵まれていない地域が多く、経営が零細であるほか、農業従
事者の減少と高齢化が進み、農地の効率的利用が低下しています。このため、新規参入者等
を含めた担い手の確保対策や、標高差等の地域の立地条件を活かした特色ある農業の振興、
地域特産物、観光資源等を活用した農産物加工・観光農園・農家民宿等６次産業化による付
加価値の高い農業の展開を図ります。
また、日本型直接支払制度等の活用により荒廃農地の発生を防止します。

第６ 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
消費者の農産物に対するニーズは高度化・多様化するとともに、業務用需要等大型ロット
の取引の拡大など流通の多様化も進んでいることから、本県の農産物の総合的供給産地とし
ての役割に加え、地域の自然条件を活かした環境農業の推進、マーケットインの生産などを
進めるための施設整備等を実施し、高付加価値農業を促進します。
このため、農用地の計画的利用、農業生産基盤の整備を進めるとともに、先端技術の開発・
普及、農業情報システムの開発・整備、地球温暖化対策の観点も含めた省エネ・高性能機械
の導入及び農業生産近代化施設の計画的整備を推進します。

１

重点作物別の構想

（１）水稲
担い手への水田の利用集積等による規模拡大と低コスト生産を進めるとともに、環境にや
さしい米づくりや、県オリジナル品種の普及等による食味の優れた高品質な米の生産を推進
します。
米の計画的生産を基本に、新規需要米の需要拡大等により水田農業の持続的な発展をめざ
します。
（２）麦・大豆・そば
加工適性の高い県オリジナル品種を活用した販売競争力の強化により、農家経営の安定化
を進めるとともに、生産性及び品質の向上、安定した生産量の確保等により、実需者から期
待される生産物を安定して供給できる産地の育成をめざします。
（３）野菜
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夏秋期における全国への供給責任のある葉洋菜産地として、持続的な産地構造と生産体制
を維持するため、生産計画に沿って量と質が確保できる生産安定対策やマーケットが必要と
する品目や品種・規格等に対応できる産地の供給体制強化、新たな担い手の確保・育成、施
設整備を進め、全国の消費者や実需者から信頼される野菜産地づくりと農業者の経営の安定
化に取り組みます。
また、ニーズの多様化等を見据え、本県の立地条件を活かしたこだわりのある栽培や個性
ある品目の生産拡大に取り組む生産者グループの育成等により、新たな需要に向けた生産を
進めます。
（４）果樹
多くの種類の「うまいくだもの」を生産する産地として、品質の向上、出荷の長期化等に
より、実需者に信頼される産地づくりと農業者の経営の安定化に取り組みます。
おいしさや食べやすさなど多様な消費者ニーズに応え、商品性が高い県オリジナル品種を
中心に優良品種のシリーズ化やバラエティー化を進め、特色ある果樹産地への再構築を図り
ます。
収益性が高く省力的な栽培方法の導入と、新しい栽培方法について検討を進めるととも
に、流動化が進みにくい樹園地の、担い手への集積や継承の仕組みづくりを進めます。
（５）花き
主要品目では、夏秋期に安定した品質・量を供給できる技術の確立、需要期に確実に出荷
するための作型展開、標高差・開花調整技術を駆使した長期出荷体系の確立等により、輸入
品等への競争力を高めて、実需者の要望や期待に応えます。
また、多様化する花の用途や消費の変化に機敏に応じられる用途別生産体制の導入、鮮度
保持対策の推進及び花木類など立地条件を活かした品目の振興等により、県産花きの新たな
需要を創出します。
加えて、花き経営の高度な技術と知識等が確実に継承かつ効果的に活用される仕組みづく
りにより、経営感覚に優れた花き生産の担い手を育成します。
（６）きのこ
大きな資本投資が行われているきのこ経営においては、「技術力」・「財務管理」・「労務管
理」の一体的なマネジメントにより生産・流通コストが低減できる経営体の育成及び低コス
ト・省力生産技術や省エネ・節電技術の導入などを進め、生産量を確保し、全国１位の主産
県を維持します。
また、
“おいしい食べ方”とともに多用途性・利便性・機能性に着目した消費者視点の需
要提案や情報発信などにより、きのこの新たな需要を創出し、生産力を維持・拡大する強い
産地の育成を進めます。
（７）水産
「信州サーモン」のブランド化と新たな養殖品種「信州大王イワナ」の開発・普及を進め
るとともに、養殖魚の安定生産と消費拡大を推進します。
河川湖沼漁業については、遊漁者ニーズに沿った魅力ある漁場づくりと漁獲量回復に向け
た取組を推進します。
（８）畜産
消費者や食肉卸売業者等の多様化するニーズに対応したこだわりやおいしさを持つ畜産
物の生産を拡大するとともに、生産基盤の強化を推進します。
また、農場等における衛生管理の徹底や防疫体制の強化等により、消費者が安全・安心を
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実感できる生産・流通体制づくりを推進します。
加えて、荒廃農地の活用や良質な堆肥の地域還元など、地域と有機的なつながりを持った
環境保全・資源循環型畜産を推進します。

２

広域整備の構想
「農地」
、
「農業用水」
、
「農村」を守り、良好な状態で次世代に引き継ぐため、特に更新時期

のピークを迎える農業水利施設の長寿命化対策と農村地域の安全性を向上させるための防
災・減災対策に重点を置いて事業を実施するとともに、意欲ある担い手への農地集積の促進や
自然エネルギーの利用促進などの新たな課題に対応します。
（１）信州農畜産物の生産を支える基盤づくり
「農地」を最大限に活かした農業生産活動が行えるよう、意欲ある担い手への農地の利用
集積を促進するための条件整備と、農産物の生産に不可欠な「農業用水」を安定的に供給す
るための基幹的農業水利施設等の計画的な補修・更新を進めるとともに、農地や施設の適切
な維持管理により、良好な状態で次世代に継承します。また、荒廃農地の再生と発生防止へ
の取組により、多様な担い手による農地の効率的な活用を推進します。
（２）安全で暮らしやすい農村づくり
大規模災害の発生リスクを低減させるため、長野県北部の地震での経験や東海地震、東南
海・南海地震等に関する県地域防災計画を踏まえ、これまで実施してきた老朽化したため池
や地すべり防止施設等の整備により被害の発生を防ぐ「防災」事業に加え、災害時の被害を
最小化する「減災」の考え方に基づくハード・ソフトが一体となった総合的な災害対策を推
進します。
また、農山村地域の農業振興と定住促進や活性化など集落機能の維持に向けて必要な基幹
的農道や集落内の道路改良等の生活環境の整備を進めます。
（３）農村の公益的機能の維持・発揮
農業・農村が有している、水資源のかん養、農村景観の形成、憩いや安らぎの場の提供、
国土保全などの多面的機能が将来にわたって十分に発揮されるためには、営農の継続が不可
欠です。
このため、農地・農業用水路等の農村資源の適切な保全管理、荒廃農地の解消、野生鳥獣
被害の防止に取り組むとともに、これらの取組の広域化や農業者だけでなく非農家住民も含
めた地域ぐるみで実施する体制づくりを進めます。
また、県内には農地や水、森林などの地域資源が豊富に存在しており、これらの資源を保
全するとともに、エネルギー等への有効活用が期待されていることから、農家、地方自治体
や関係団体等が連携し、自然エネルギーの生産及び利用を促進します。

第７ 農業を担うべき者の確保及び育成に関する事項
今後、農業者の高齢化等により、本県農業を担う人材の不足し、生産力の低下などがさら
に進み、特に中山間地域では農地の利用が困難になることが懸念されます。
一方、新規就農者については、農業・農村に対する意識の変化や、ふるさと回帰志向など
を背景に、本県における就農支援制度の充実等もあって、Ｕ・Ｉターン者や新規参入者は増
加傾向にありますが、本県農業を将来にわたり維持するためには、十分とはいえない状況に
あります。
このため、本県農業を担う人材を早急に確保するため、県内外からの新規就農者の誘致を
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推進するとともに、農業後継者の円滑な経営継承を促進します。

１

新規就農者の確保及び育成のための方向
「日本一就農しやすい長野県」の実現に向けて、地域における新規就農者の確保目標を明確

にし、県内の就農情報の一元的な発信や意欲的に取り組む市町村・ＪＡ等の重点的な支援など
により、新規就農者の確保を一層推進します。
また、地域段階の研修体制や支援体制の充実を図り、農業後継者の経営継承や新規参入者の
就農後の速やかな技術力・経営力の向上を支援します。

２ 新規就農者の確保及び育成のための施設の整備及び受け入れ体制づくり
（１）新規就農者の誘致
・ 新規就農者の確保・育成のための推進会議の開催等により、市町村・ＪＡの新規就農者
の誘致目標の明確化や支援体制の充実を図ります。
・ 新規参入希望者の就農意欲を高めるため、地域ごとの新規就農者の誘致目標や地域情報、
支援制度などの県内の就農情報を一元的に発信するとともに、
「研修から就農までの道筋」
や「就農後の農業経営」のイメージを明確化できる検索機能を有する情報発信システムを
運営します。
・ 就農相談・研修段階から就農希望者を地域の担い手候補として捉え、市町村、ＪＡ等関
係機関・団体との連携と役割分担により、就農計画の作成、技術習得や農地、機械・施設、
住宅、資金の確保等、地域での円滑な就農を支援します。
・ 農業法人での雇用や就農研修についての情報発信と法人就農相談会の開催等により、雇
用就農を支援します。
（２）研修施設及び研修体制等の充実
・ 就農相談から体験・研修、就農までステップアップ方式で支援する就農支援システムに
より、新規就農者の速やかな技術力・経営力の向上を支援します。
・ 農業大学校においては、より実践的な講義・実習や在学中からのきめ細やかな就農支援
などにより、企業的な農業経営をめざす人材を育成するとともに、新規参入希望者の農業
体験や基礎的な技術習得等の研修を実施します。
・ Ｕ・Ｉターン者や新規参入者が実践的な就農研修を行えるように、市町村・ＪＡ等と連
携して、新規就農里親研修など研修制度の充実を図るとともに、市町村公社の就農トレー
ニングセンターやＪＡ出資法人等が実施するインターン制度などの施設整備や効果的な
活用を支援します。
・ 新規就農者の就農後の経営安定を図るため、フォローアップ講座の開催等により生産技
術の向上と経営者としての資質の向上を支援します。
（３）農業後継者等の円滑な経営継承の支援
・ 市町村、ＪＡ等と連携して、巡回指導や情報交換会等により、研修中や就農直後の技術
力や経営力のレベルアップを支援します。
・

農業後継者等若い担い手を確保するため、青年農業者が参加する団体活動の支援や技

術・経営に係る研修の充実を図ります。
・ 長野県農業担い手育成基金や長野県農業開発公社等の関係団体と連携し、就農研修や農
地確保を支援します。
・ 先進的農家や農業法人などが取り組む、農業高校や農業大学校からの研修生の受入を支
- 28 -

援し、実践的な農業技術の習得を推進します。

第８

第５に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事

項
１

農業従事者の安定的な就業の促進の目標
本県の農村は、食料の安定供給や多面的機能を発揮する場として、中山間地域から都市近郊

まで様々な立地条件の中で、地縁的・血縁的つながりを持つ農業集落が、中山間地域農業直接
支払事業なども活用しつつ、共同活動により地域資源を維持・活用してきました。
しかし、過疎化や高齢化、混住化により農家人口が減少している集落では、農村コミュニテ
ィ活動への住民の参加が減少し、農地や農業用水路などの地域資源を保全する活動の継続が困
難になりつつあります。
このような状況歯止めをかけるため、農林水産業の成長産業化や６次産業化の推進を図ると
ともに、食品製造業など農業関連産業の導入等を通じて、農村全体の雇用の確保と所得の向上
を促進します。

２

農村地域における就業機会確保等のための構想
１の基本目標を踏まえ、次により農村地域における就業機会の確保と農家所得の向上を図り

ます。
（１）農業の競争力強化
・ 多様な６次産業化の取組を促進するため、農業関係団体、経済団体、金融機関等と連携
し、事業体の新規創出や経営規模拡大を支援します。
・ 経営力向上や生産コスト削減など水田農業経営体の強化、県オリジナル品種や業務用野
菜の拡大など実需に対応した園芸農業の振興、付加価値の高い新品種の育成、革新的な農
業技術開発・機械化などにより、農業所得の向上を図ります。
・ 地域の中心となる農業経営体の育成・誘致を推進するとともに、農地利用の効率化・高
度化のため、農地中間管理機構による農地の集積・集約化を支援します。
・ 優良農地の確保や農業用水を安定供給するための基盤整備を推進し、農業生産性の向上
を図ります。
・ 安全・安心な環境にやさしい農産物の生産を拡大するため、減農薬・減化学肥料栽培の
拡大を図るとともに、生産・流通段階での効率的な管理手法（ＧＡＰ）の推進に取り組む
生産者を支援します。
・ 主要農産物における地球温暖化に対応した栽培技術について研究・開発を進めます。
・ 花きを成長産業とするため、新たな需要の創出と輸出拡大に取り組みます。また、畜産
業では収益性を向上させるため、中核的な畜産経営体と地域の関係者が連携した体制（畜
産クラスター）による生産基盤の整備を支援します。
・ おいしい信州ふーど（風土）の取組などを通じ、ワインや日本酒をはじめとする長野県
原産地呼称管理制度認定品、信州プレミアム牛肉、信州の伝統野菜など県産農畜産物のブ
ランド力の向上と国内外での販路・消費の拡大を図ります。
・ 「長寿世界一ＮＡＧＡＮＯの食」として、農産物、加工食品などの輸出拡大に向けた海
外プロモーションを展開するとともに、生産から流通販売までを支援します。
（２）県産農産物の活用
・

県産農産物等の利用を促進するため、各家庭をはじめ、学校・病院（給食）、飲食店、
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宿泊施設、量販店、食品製造業等において「信州の食材毎日食べよう」県民運動（仮称）
を展開します。
・ 県産農産物等を利用したメニューの提供・周知に取り組む飲食店・宿泊施設等を更に広
め、
「地消地産」を促進します。
・ 地域の農産物を活用した商品の販売や食事の提供等を目指す女性や若者など地域住民が
集い、利用できる場づくりを促進します。
・ 地域農産物の販売や加工等を行う拠点となる施設の整備、農村コミュニティの活性化に
つながる生産・交流活動等を支援します。
・ 長野県原産地呼称管理制度について、販路拡大のための商談会開催や制度ＰＲ等を進め
ることにより、事業者の参加を促し、認定品の拡大を図ります。
・

信州ワインバレー構想の実現に向け、「ＮＡＧＡＮＯ

ＷＩＮＥ」のブランド化を推進

するとともに、ワイン用ぶどうの栽培・醸造・経営の基礎的な知識・技術の習得と栽培開
始を支援し、新規参入を促進します。
・ 高品質な「ＮＡＧＡＮＯ ＷＩＮＥ」の産地を形成するため、既存ワイナリーやワイナ
リー設立を目指す農業者等の醸造技術向上を支援します。
（３）農村地域工業等導入促進法等に基づく企業の計画的導入
兼業農家など不安定な雇用・所得の状態にある農家や、経営規模が小規模の農家が多数存
在する地域においては、農村地域工業等導入促進法（昭和 46 年法律第 112 号）の規定によ
り市町村が策定する計画に基づき、農村への工業や物流業等の計画的な導入を図り、農業従
事者の安定的な就業機会の確保と農家所得の向上を図ります。
また、その他地域開発法に基づき、農業関係施策等により整備される地域農林水産物等の
加工のための施設や、地域資源を利用して振興が図られる観光・農林業の活用により地域経
済の活性化や都市との交流を促進します。
なお、これらの就業機会の確保のための施設を設置するにあたっては、農用地利用計画や
その他土地利用計画との整合に十分留意し、優良農地の保全と当該計画が目的とする地域農
業の振興策の達成に配慮することとします。
（４）観光面と連携した農業の推進
都市農村交流を通じた地域農産物の販路拡大や、農業・農村が持つ地域資源と観光業を組
み合わせた農家民宿、農家レストラン等多様な形態による農業・農村ビジネスを育み、農村
における新たな就業の場の創造と農家所得の向上を目指します。
・ 観光業やＮＰＯ法人等との連携により、新たな地域資源の発掘、独創的な体験プログラ
ムの開発や、農業・農村体験学習を目的とした修学旅行等の受入体制の整備を支援すると
ともに、その地域の情報を積極的に発信します。
・ 多様な媒体を活用した魅力あふれる情報の発信や地域の交流活動のリーダーとなる人材
の育成、地域の特性を活かした交流メニューの開発など、市町村と地域における都市農村
交流の取組を支援します。
・ 都市住民が農業に親しむ場を提供するとともに地域の活性化を図るため、市民農園、農
家民宿、農村公園等の地域の交流拠点の有効活用と新たな整備を支援します。また、農山
村と都市との地域間交流を促進するため、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交
流の促進に関する法律（平成 19 年法律第 48 号）に基づく市町村による活性化計画の策定
を促進し、農林漁業体験施設等都市農村交流拠点の整備を支援します。
・ 農家民宿や農家レストラン、観光農園等による経営の多角化を制度資金の面からも支援
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するとともに、農業改良普及センター内に設置した農家民宿総合窓口を通じて、民宿の開
設・運営・経営等を支援します。
（５）再生可能エネルギー発電の促進
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法
律（平成 25 年法律第 81 号）の規定に基づき、農山村において農林業の健全な発展と調和の
とれたエネルギー電気の発電を促進することにより、所得の向上等に結び付け、地域の活力
向上及び持続的発展を図ります。
（６）地域における雇用機会の創出等の総合的かつ効果的な推進
地域再生法（平成 17 年法律第 24 号）に基づき、住民の共同の福祉又は利便のため必要な
施設、地域農林水産業振興施設をはじめとする就業の機会の創出に資する施設の整備につい
て、円滑な実施に協力します。

第９ 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項
１ 生活環境施設の整備の必要性
・ 地球環境の変化や都市化の進行などによる突発的な自然災害が頻発しています。また、東
北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震以降、大規模地震等の発生が懸念されています。
農村においても危機管理意識が高まっており、気象災害等の未然防止対策や広域的な防災対
策などが重要となっています。
・ 地形条件の不利な中山間地域では、人口の減少や高齢化が進み、農業生産の縮小や集落機
能の停滞から地域の活力の低下がみられるとともに、緊急車両の通行や除雪等に支障のある
集落道が多く、住民生活の安全性や利便性が低い状況にあります。
また、基幹となる道路がなく、農業生産活動や農産物輸送、地域間交流に支障のある地域
があります。
このため、農業生産基盤と生活環境の一体的な整備や基幹となる農道の整備を進める必要
があります。

２ 生活環境施設の整備の構想
（１）集落を維持するための地域特性に応じた生活環境整備の推進
・ 県の道路整備計画との整合を図りながら、農産物輸送の効率化と地域間交流を支える基
幹的農道の整備を計画的に進めます。
・ 農山村地域の居住環境を改善し、集落機能を維持するため、農業生産基盤の整備や農業
集落内の道路整備等の生活環境整備を総合的に進めます。
（２）美しい農村景観や生態系保全への配慮
・ 農業生産基盤や生活環境の整備は、必要に応じて石や木材等の地域の自然素材を利用し
た工法を採用するなど、生態系や景観等の環境保全に配慮して進めます。
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