
長野県における地域計画の策定及び実行の推進について 

令和４年12月 

長野県農政部 

第１ 趣 旨 

これまで、各地域において話し合い等により人・農地プランが作成・実行されてきた

が、今後、高齢化や人口の減少の本格化により農業者の減少や荒廃農地が拡大し、地域

の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよ

う、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題となっている。 

これらのことから、農業経営基盤強化促進法等が一部改正され、人・農地プランが新

たに「地域計画」として法定化され、地域での協議により目指すべき将来の農業や農地

利用の姿を明確化するとともに、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広

く確保しつつ、農地中間管理機構を活用し農地の集積・集約化等を進めることとされ

た。 

こうした状況を踏まえ、「地域計画」の策定主体である市町村をはじめとした関係機

関等が一体となって同計画の策定及び実行を推進するにあたり、本県の基本方針や関係

機関等の役割等を示すものである。 

 

第２ 基本方針 

前記の法の一部改正を踏まえ、地域計画の策定にあたっては、策定主体である市町村

をはじめ、農業委員会、ＪＡ、土地改良区等がそれぞれ役割を明確にし、一体的に取り

組むものとする。 

 また、策定した地域計画を着実に実行することが重要であり、当該市町村のみなら

ず、関係機関等が各地域における将来の農業や農地利用の姿を共有した上で、担い手へ

の農地の集積・集約化に積極的に取り組むものとする。 

さらに、「地域計画」の策定後も地域において継続的に協議を行い、「地域計画の見

直し及び実行を進める。 

地域計画の策定及び実行にあたっては、県域の関係機関等で構成する「県段階」や、

県現地機関等で構成する「10広域段階」のそれぞれの段階に応じて、積極的に市町村段

階の取組を支援するものとする。 

なお、地域計画の策定や実行にあたっての具体的な手法については、県等が別途作成

する手引き等を参考にする。 

 

 

 

第３ 支援・推進体制について 

県、10広域、市町村の各段階ごとに必要な機関等で支援体制を形成し、市町村の「地

域計画」の策定及び、地域集落・農業者の「地域計画」の実行を支援する。 

 



 

 

（１） 県段階の役割及び主な取組内容 

    ・ 県域の関係機関のそれぞれの役割に応じた取組を明確にし、連携に係る活

動方針のもとに、それぞれの組織力を活かした支援を継続的かつ積極的に行う。 

    ・ 10広域段階と市町村段階の取組状況の把握と情報収集により、課題に応じ

た支援を行う。 

    ・ 果樹地域の担い手確保や経営継承等といった県域横断的な課題等の重点課

題を有する地区における課題解決に向け、10広域段階や市町村段階の関係機

関等とともに取組を進める。 

 

【長野県】 

役 割 主な取組内容 

・地域計画の策定事務 ・基本方針※注１)の変更事務手続き 

・基本方針の関係機関への周知等 

・マネージメント ・県関係機関との連携に係る活動方針の

調整 

・10広域段階との調整、取組のサポート 

・対象地区（集落等）の協議の場の運営 ・重点課題地区の協議の場への参加 

・工程表の把握 

・実行に向けた支援 ・実行全般に関する助言 

・補助事業等の実施 

・農業振興施策及び生産基盤の整備 

・担い手の確保・育成 

・農業者の経営強化 

 ※注１）都道府県知事が定める農業経営基盤強化促進基本方針 

 



 

【長野県農業会議】 

役 割 主な取組内容 

・地域計画の策定事務 ・農業委員会が作成する「目標地図（素

案）」の円滑な作成に向けた支援 

・マネージメント ・農業委員会の取組調整 

・優良事例の収集・情報提供 

・農業委員等研修会の開催 

・対象地区（集落等）の協議の場の運営 ・重点課題地区の協議の場への参加 

・実行に向けた支援 ・農地の最適化に関する助言 

 

【ＪＡ長野中央会】 

役 割 主な取組内容 

・マネージメント ・ＪＡの取組のサポートや情報共有 

・農業労働力の確保施策の展開 

・ＪＡ地域農業振興ビジョンと整合した

地域計画の策定と実行の推進 

・対象地区（集落等）の協議の場の運営 ・重点課題地区の協議の場への参加 

・実行に向けた支援 ・農業振興に関する助言 

・終期を向かえた農地利用集積円滑化事

業から農地中間管理事業への移行誘導 

・担い手の育成・確保や農業振興施策及

び生産基盤整備の実施支援 

 

【長野県農業開発公社】 

役 割 主な取組内容 

・マネージメント ・公社事業所の取組調整 

・対象地区（集落等）の協議の場の運営 ・重点課題地区の協議の場への参加 

・実行に向けた支援 ・農地中間管理事業の手続きに関する助  

 言 

・地域計画を策定した地域をはじめとす

る農地中間管理事業の活用促進のため

の啓発 

 

【長野県土地改良事業団体連合会】 

役 割 主な取組内容 

・マネージメント ・土地改良区等の取組サポート 

・対象地区（集落等）の協議の場の運営 ・重点課題地区の協議の場への参加 

・実行に向けた支援 ・換地を伴う基盤整備の農地集積促進に

係る情報提供と技術支援 

 

 

 

 



 

【長野県農業担い手育成基金】 

役 割 主な取組内容 

・対象地区（集落等）の協議の場の運営 ・重点課題地区の協議の場への参加 

・実行に向けた支援 ・新たな担い手への助成事業の実施 

・市町村・ＪＡへの新規就農希望者情報

の提供 等 

 

【長野県農業再生協議会 担い手・農地部会】 

役 割 主な取組内容 

・マネージメント ・市町村等を対象とした研修会等の開催 

・県関係機関との情報交換の場の設置  

 等 

 

（２） 10広域段階の役割及び取組 

   ・ 市町村段階の関係機関を明確にし、取組状況を把握した上で、課題や状況に

応じて強力に支援を行う。 

   ・ 市町村とともに、市町村関係機関の連携体制の構築を行う。 

   ・ 関係機関内の情報共有 

 

【農業農村支援センター】 

役 割 主な取組内容 

・マネージメント ・基本構想※注２）策定の支援・助言 

・市町村関係機関との連携に係る活動方

針の調整 

・10広域段階での連絡会議の開催 

・関連計画との調整 

・市町村段階との調整、取組サポート 

・県段階への市町村段階の取組状況等の

情報提供 

・市町村への地域計画の進め方に関する

説明・周知 

・市町村や農業委員会等との推進会議

（作戦会議）の実施 

・市町村への助言 

・対象地区（集落等）の協議の場への参加 

・地域計画の進捗状況の管理・指導 等 

・対象地区（集落等）の協議の場の運営 ・関連事業の情報提供 

・必要に応じて参加 等 

・実行に向けた支援 ・対象地区（集落等）の協議の場への参加 

・関係事業の活用に係る指導 等 

※注２）市町村が定める農業経営基盤強化促進基本構想 

※取組内容は例のため、実態に応じて柔軟に設定 

 



 

 

【地域振興局農地整備課】 

役 割 主な取組内容 

・マネージメント ・対象地区（集落等）の協議の場への参加 

・基盤整備事業との連携による話合いの

場の提供 

・集積・集約化により地元負担が軽減で

きる旨の周知 

・事業制度の説明、事業構想策定の支援・

助言 等 

・対象地区（集落等）の協議の場の運営 ・必要に応じて参加 

・関連計画との調整 等 

・実行に向けた支援 ・対象地区（集落等）の協議の場への参加 

・基盤整備事業等関連事業での支援 等 

※取組内容は例のため、実態に応じて柔軟に設定 

 

【地域振興局関係課】 

役 割 主な取組内容 

・マネージメント ・関連計画との調整 

・対象地区（集落等）の協議の場の運営 ・必要に応じて参加 

・実行に向けた支援 ・必要に応じて実施 

※取組内容は例のため、実態に応じて柔軟に設定 

 

【長野県農業開発公社事業所】 

役 割 主な取組内容 

・マネージメント ・市町村関係機関への情報提供 

・市町村関係機関との連携に係る活動方

針の調整 等 

・対象地区（集落等）の協議の場の運営 ・協議の場での助言 

・他地域の担い手などの情報提供 

・農地中間管理事業及び関連事業のＰＲ  

  等 

・実行に向けた支援 ・対象地区（集落等）の協議の場への参加 

・関係事業の活用に係る指導  

・各種研修会、説明会等への参加 

・農地中間管理事業の実施 

・市町村間の受け手の情報収集・意向把

握、市町村への情報提供 

・市町村を跨いだ集積・集約化の調整活

動 等 

※取組内容は例のため、実態に応じて柔軟に設定 

 

 



【ＪＡ本所】 

役 割 主な取組内容 

・マネージメント ・ＪＡ支所への情報提供 

・対象地区（集落等）の協議の場の運営 ・必要に応じて参加 

・実行に向けた支援 ・ＪＡ地域農業振興ビジョンと各地域計

画の連携状況の把握 

・各支所からの情報収集と各支所への情

報提供 

・各支所へのＪＡ地域農業振興ビジョン

との整合性に関する情報提供 

・支所レベルでの経営意向の把握・情報

提供 

・支所横断の担い手の状況把握や農地相

談情報の共有 

・終期を迎えた農地利用集積円滑事業の

農地中間管理事業への移行 

※取組内容は例のため、実態に応じて柔軟に設定 

 

（３）市町村段階の役割と取組 

  ・ 市町村関係機関の役割に応じ取組を明確にし、連携に係る活動方針のもとに、

それぞれの役割を補完しあいながら、一体となって地域・集落の取組を推進する。 

 

【市町村】 

役  割 主な取組内容 

・地域計画の策定事務 ・工程表作成・公表 

・地域計画の範囲の設定 

・地域計画の案の取りまとめと公告、地域計画 

 の策定と公告、随時見直し 

・基本構想の変更事務手続き 

・基本構想の関係機関への周知 等 

・マネージメント（総括） ・進捗状況を県現地支援チームと共有 

・市町村段階の各種計画・協定の把握 

・協議の場での各種計画との調整 

・庁内関係部局（農政部局、農業委員会事務局、基盤整備

部局等）による連携会議の開催 

・市町村関係機関との定期的な情報交換会の開催 等 

・対象地区（集落等）の協

議の場の運営 

・アンケート等意向把握の実施と取りまとめ 

・協議の場の開催と進行  

・コーディネーターの派遣 

・新規就農者や後継者などの情報提供 等 

・実行に向けた支援等 ・対象地区（集落等）の継続した協議の場の開催と進行 

・各種研修会、説明会等の開催 

・新規就農者、企業法人の誘致 

・利用集積計画の農用地利用集積等促進計画への統合 

・補助事業等による支援 等 

※取組内容は例のため、実態に応じて柔軟に設定 



 

【農業委員会】 

役  割 主な取組内容 

・地域計画の策定事務 ・新規就農者や後継者等の情報収集 

・遊休農地、所有者不明農地の把握、情報提供 

・目標地図の素案作成  

・促進計画の作成要請 等 

・マネージメント ・市町村関係機関への情報提供 

・市町村関係機関との定期的な情報交換会への参加 等 

・対象地区（集落等）の協

議の場の運営 

・アンケート等意向把握の取りまとめ 

・農家へ協議の場への参加などの働き掛け 

・農業委員・農地利用最適化推進委員の協議の場への派

遣 

・協議の場での助言と積極的主導 

・担い手などの情報提供 

・実行に向けた支援 ・対象地区（集落等）の継続した協議の場への参加 

・各種研修会、説明会等への参加 

・新規就農者の誘致 

・農地利用の最適化に係る調整活動 等 

※取組内容は例のため、実態に応じて柔軟に設定 

 

【ＪＡ支所等】 

役  割 主な取組内容 

・マネージメント ・ＪＡ地域農業振興ビジョンとの調整 

・市町村関係機関への情報提供 

・市町村関係機関との定期的な情報交換会への参加 等 

・対象地区（集落等）の協

議の場の運営 

・アンケート等意向把握の取りまとめ 

・組合員へ協議の場への参加などの働き掛け 

・協議の場での助言と積極的主導 

・担い手などの情報提供 

・実行に向けた支援 ・対象地区（集落等）の継続した協議の場への参加 

・各種研修会、説明会等への参加 

・組合員からの農地相談 

・新規就農者の誘致 

・終期を迎えた農地利用集積円滑事業の農地中間管理事

業への移行 

・作業受託 

・ＪＡ出資法人による農業経営 等 

※取組内容は例のため、実態に応じて柔軟に設定 

 

 

 

 

 

 

 



【土地改良区等】 

役  割 主な取組内容 

・マネージメント ・市町村関係機関への情報提供 

・市町村関係機関との定期的な情報交換会への参加 等 

・対象地区（集落等）の協

議の場の運営 

・組合員へ協議の場への参加などの働き掛け 

・協議の場での助言 

・担い手などの情報提供 等 

・実行に向けた支援 ・対象地区（集落等）の継続した協議の場への参加 

・各種研修会、説明会等への参加 

・基盤整備に係る意向の把握 

・基盤整備に係る水回し等の水管理調整活動 

・土地改良施設の保全活動 

・用水等の維持管理に係る意識醸成 等 

※取組内容は例のため、実態に応じて柔軟に設定 

 

【長野県農業開発公社事業所】 

役 割 主な取組内容 

・マネージメント ・市町村関係機関への情報提供 

・市町村関係機関との連携に係る活動方針の調整 等 

・対象地区（集落等）の協

議の場の運営 

・協議の場での助言 

・他地域の担い手などの情報提供 

・農地中間管理事業及び関連事業のＰＲ 等 

・実行に向けた支援 ・対象地区（集落等）の協議の場への参加 

・関係事業の活用に係る指導  

・各種研修会、説明会等への参加 

・農地中間管理事業の実施 

・市町村間の受け手の情報収集・意向把握、市町村への

情報提供 

・市町村を跨いだ集積・集約化の調整活動 等 

※取組内容は例のため、実態に応じて柔軟に設定 

 

 

 

 

 

 


