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１ 担い手への農地集積・集約化に対する支援   

（１）担い手への農地集積・集約化への支援強化  

担い手への農地集積・集約化の難しい中山間地域や、果樹・野菜等園芸品

目を主体とした地域において、駒ヶ根市が定めた「人・農地プラン」に位置

付ける農地の出し手・借り手の掘り起こし活動を加速するため、農業経営規

模が拡大しやすい環境整備を促進するとともに、農地の貸借においてＪＡ

円滑化事業から農地中間管理事業に移行する際の農地集積・集約化に取り

組まれたい。また、ある程度担い手に集積された農地についても点在してい

ることにより作業効率が悪いため、農業者同士で農地交換を行うことによ

り集約化を進める等の方法を各地区の「人・農地プラン」の会議で検討でき

るよう支援されたい。  

   

  【回答】 

 担い手への農地の集積・集約化にあたり、新たな貸付希望地や JA 円滑化

事業等の貸借期間が終了する農地等については、地図情報等を活用して各地

区の人・農地プランや地区営農組合の会議に提供し、担い手への集約化を促

進するしくみづくりを地域計画の策定と併せて再構築してまいります。 

 

（２）畦畔管理への支援強化     

畦畔管理については全域的な課題であり、担い手への農地集積にも影響

を及ぼしています。畦畔管理の組織設立、グランドカバープランツなど新た

な管理方法の研究やリモコン草刈機の導入に対する補助など積極的に支援

策を検討されたい。 

 

  【回答】 

   畦畔管理については、多面的機能支払交付金の農用地法面・畦畔の草刈り、

中山間地域等直接支払交付金の農用地の保全管理に対して支援を行ってい

ます。 

また、竜東地区においては、中山間地域等直接支払交付金の各協定に対し、

令和３年～６年の４年間、各協定に各年 200 万円の追加交付を実施し、引き

続きリモコン草刈機の導入補助を支援してまいります。 

畦畔を芝等で被覆し、雑草の生育抑制を目的としたグランドカバープラ

ンツの導入については、初期の管理不足や初期費用が嵩むことから定着し

ていないのが現状です。引き続き、畦畔管理の省力化に向けた研究を進めて

まいります。 

 

（３）農地利用の適正化に対する支援   

   農用地以外の用途に供することを目的として、市内の優良農地が失われ
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つつあります。優良農地を保全・確保するため、今年度５月の農業経営基盤

強化促進法の一部改正に伴い、今後、各地域の話し合いにより策定される地

域計画のもと、優良農地の確保・保全対策の強化を図られたい。 

 

  【回答】 

  地域計画の策定にあたっては、各地域において現状の集積・集約状況につ

いて現状地図を用いて把握いただいたうえで、既に作成済みの人・農地プラ

ンを再度検証しつつ、農地の集積・集約化の進め方や確保すべき農地の区域

などを目標地図に反映し、10 年後の目指すべき農地利用の姿を地域で合意

形成を図りながら進めてまいります。 

 

２ 遊休農地の発生防止・解消に対する支援 

（１）遊休農地の発生防止・解消対策の強化   

農業従事者の高齢化や、不在地主による耕作及び保全管理が困難な農地

に対して、利用状況調査及び利用意向調査を強化しています。「活かすべき

農地」の有効な利用のため、各地域での話し合いによる保全管理の取り組み

支援や、農地の粗放的利用を活かした遊休農地の発生防止・解消に支援を図

られたい。 

 

  【回答】 

   農地の保全管理については、多面的機能支払交付金や中山間地域等直接

支払交付金等における農地の保全管理の取り組みを引き続き支援してまい

ります。また、農地の有効利用については、今後、各地域で地域計画の協議

を進める中で、地域内の農地をどのように利用していくのかを明確化し、農

地集積ができず、維持が困難な区域が生じた場合においては、国の最適土地

利用対策関連事業を活用し、農地の粗放的利用による遊休農地の発生防止・

解消の取り組みを支援してまいります。 

 

（２）農地パトロールへの支援   

農地利用状況調査は、山中にある農地の特定が困難なため多くの時間を

要し、最近では熊の出没により身の危険を伴う活動となっています。委員の

身の安全の確保や、正確な現地特定、時間短縮など効率化のため、ドローン

空撮や衛星画像を用いた調査の導入に積極的な支援を図られたい。 

 

  【回答】 

   農地利用状況調査は、これまで原則現地での目視で行うこととされてい

ましたが、令和４年 7 月の「農地法の運用について」の一部見直しがあり、

人工衛星または無人航空機の利用により得られる動画または画像を調査に
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使用することが可能となりました。 

しかしながら、調査の判定にあたっては十分な解像度の画像が必要となる

ことから、今後、国から示される調査基準をもとに、農地利用状況調査の効

率化や、委員の安全確保を目指し、前向きに検討します。 

  

３ 活力ある農村活性化対策の推進 

（１）農業従事者の確保対策  

農業者の高齢化が進む中、2020 農林業センサスによれば経営主年齢階層

別の経営体数のうち、70 歳以上の経営体が全体の半数を占めていることに

より、今後 10 年間で多くの農業者がリタイアすることが想定されます。そ

のことを念頭に、新規就農者の目標設定を行い、農業者の確保強化を図られ

たい。 

全国農業会議が主催しているインターンシップ制度の活用などにより、

若者を農業体験に呼び、将来の担い手を掘り起こすような取り組みを地元

各種団体と協力し実施されたい。また、空き家バンクを活用した農村定住に

ついて対策強化を図られたい。 

その他、水田から畑地転換する際の石抜き・耕盤破壊などに対する支援や、

担い手農家の播種期・収穫期等繁忙期において専門的な農業技術を習得し

たヘルパー制度の整備に支援を図られたい。 

 

  【回答】 

駒ヶ根市第５次総合計画において 1 年に２経営体以上の新規就農者を確

保することを目標としています。 

新規就農者の確保においては、就農相談や農家訪問、新規就農準備校など

の体験プログラムへの参加、各種研修制度のプロセスに、県・ＪＡ・市が密

接に携わり対応しています。 

引き続き、新規就農者育成事業等により将来の担い手を掘り起こすとと

もに、市外からの農業者確保に向けて移住担当部署とも連携し、担い手確保

に努めてまいります。 

また、畑地化支援やヘルパー制度などの農業者支援につきましては、支援

の方法や制度の整備について検討してまいります。 

 

（２）法人組織への支援    

   従来からの後継者難、利益確保などの問題に加え、肥料、農薬、飼料など

の大幅な価格上昇、水田交付金の見直し、インボイス制度の開始など、集落

営農法人を取り巻く環境は厳しさを増しています。駒ヶ根市において農地の

集約化に大きな役割を占めている集落営農法人を如何に存続させていくか

が喫緊の課題です。課題解決に向け、技術・販売に加え、法人の経営面に切
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り込んだ指導・支援を図られたい。 

 

【回答】 

各法人の経営の実情に応じて、課題を踏まえつつ、主体的に人材育成や

持続的成長を目標とした経営戦略を立てていただくことが優先であると考

えます。 

一方で、集落営農法人は、地域農業の中心的役割を担う農業経営体であ

ると認識しております。集落等の話し合いに必要な資料・情報の提供や、

補助事業の相談など積極的に支援してまいります。 

 

（３）スマート農業に対する推進支援   

   スマート農業により経営の効率化・省力化に取り組む農業者に対し、導

入費用の軽減支援策を検討されたい。また、スマート農業の活用による省

力化・高品質生産に向けて商工業者、大学・高等学校等と連携を図られた

い。 

 

  【回答】 

経営の効率化・省力化が図られ、地域農業が維持できるようスマート農

業導入に対する補助制度について現在検討を進めております。 

また、令和５年４月に信州大学との包括的連携に関する協定を更新する

際には、スマート農業を協定内容に含め、スマート農業の活用による省力

化・高品質生産に取り組んでまいります。    

 

（４）家族農業経営の推進と女性活躍に対する支援   

駒ヶ根市における農業形態の大部分が家族経営であり、今後の駒ヶ根市

の農業を守る上でも、家族農業の役割は重要です。国連「家族農業の 10 年」

（2019～2028）に基づき、国と連携して、認定農業者など家族農業経営体の

活性化を図られたい。 

また、家族農業における女性の地位は、近年まで農家の従属的立場にあっ

たといっても過言ではありません。しかし、農業形態の多様化に伴い、女性

経営者として、あるいは SNS を活用したマーケティング、経理及び顧客対応

など農業世帯のパートナーとして重要な役割を担う一方で、その社会的な

地位、発信力は充分とはいえません。女性の地位向上は農業の発展に不可欠

なことから、女性同士が意見交換・情報交換など横のつながりを作る場の設

置に支援を図られたい。 

 

  【回答】 

家族農業経営体の活性化や女性の地位向上を図るため、家族皆が対等な
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共同経営者となるパートナーシップ経営や、ワーク・ライフ・バランスの確

保を目的とした家族経営協定の締結の普及推進に努めます。また、女性同士

の意見交換・情報交換などの機会については、コロナ渦により停滞していま

したが、農村女性ネットワークを通じた意見交換・情報交換等の活発な交流

が図れるように支援してまいります。 

 

（５）環境保全型農業への取り組み支援   

「持続可能な開発目標（SDGs）」において、農業分野では食料の安定供給、

環境と調和した持続可能な農業、生産者の所得確保などが課題として挙げ

られています。 

また、今年７月には、環境と調和のとれた食料システムの確立を基本理念

とした「みどりの食料システム法」が施行されました。 

環境へ配慮した持続可能な農業と安全な農産物への消費者の関心は一層

高まる方向にあります。また、市内においても環境保全型農業へ取り組む農

業者が増えています。 

環境保全型農業直接支払交付金制度の周知を始め、将来的には市内農業

の特徴ある取り組みとして発展するよう支援の充実を図られたい。 

 

  【回答】 

   環境保全型農業への関心の高まりを受け、「認定農業者の会」で研修会を

実施し、環境保全型農業直接支払交付金制度の制度周知を図りました。今後

も農業者の取り組み状況に応じた支援に取り組んでまいります。 

 

（６）営農センターの運営改革支援    

現在の営農センターの組織・運営が駒ヶ根農業を活性化するものとなっ

ているかどうか定期的な見直しが必要と考えます。時代の要請に機動的に

対応できる体制となるよう取り組みを図られたい。     
    

  【回答】 

令和４年度に、喫緊の課題である水田活用の直接支払交付金の見直しを

テーマとして、営農センターの構成員である各組織から、２０人程度が参加

し、横断的に協議を行う「専門委員会」初めて立ち上げたところです。 

このことを契機として、幹事会・小委員会・地区営農組合等の活動につい

て見直しを行い、活性化に向けた取り組みの推進体制の再構築を検討して

まいります。             

 

４ ６次産業化の推進    

産地間競争の激化や農畜産物などの価格が不安定な中で農業所得の確保
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を図るため、農業者が主体的に地域特性を活かした振興作物を利用し、多様

な業種と連携する６次産業化の取り組みへの支援を引き続き推進されたい。

特産・ブランド化施策や、地域での重点作物の掘り出し・作付けの推進を図

られたい。また、農畜産物及び６次産業化商品の付加価値を高めるべく、ふ

るさと納税への活用など販売施策拡充への支援も図られたい。 

   

  【回答】 

農村の活性化及び農業所得の増大を目指し、引き続き６次産業化・農商工

連携に対する新商品開発や、施設整備、機械の導入、販路開拓等への取り組

みへ支援をしてまいります。 

 

５ 地消地産・食育のさらなる推進    

幼稚園・保育園・小中学校での食育活動において、食と農の結びつきや、

伝統的な食文化をより深く学ぶために、地域の農村資源を活かした食育に

対する取り組みを強化されたい。 

公設地方卸売市場について令和５年度に廃止が予定されているが、これ

まで取り組んできた地消地産・食育の衰退や、直売所に市場に代わる代替機

能がないことが危惧されます。 

食育活動の継続、地域農産物の集荷機能維持、施設・設備の有効利用、農

産物の販路確保の観点から、生産者の意見を吸い上げ、廃止にあたっては十

分慎重に検討されたい。 

 

【回答】 

公設地方卸売市場は、青果物を安定的に供給する重要な流通拠点として

の役割を果たしてきましたが、施設の老朽化や取扱高の減少等により、廃止

の判断に至りました。 

その中で、学校給食については食育の観点からも次代を担う子どもへの

安全・安心な地元農産物の供給体制のしくみづくりを再構築してまいりま

す。 

地消地産の推進につきましては、エシカル消費の啓発とともに、引き続き

取り組んでまいります。 

（エシカル消費：地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境

に配慮した消費行動。地元の食材を「選ぶ」ことは、地元を「応援ことにす

る」ことにたつながります。） 

 

６ 有害鳥獣対策の強化   

有害鳥獣対策について、これまで駒ヶ根市鳥獣被害対策実施隊によるニホ

ンジカ・イノシシの駆除で一定の成果を上げていますが、サル・カラス・サ
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ギによる被害は依然として深刻です。また、クマによる農作物や人身被害も

危惧されます。 

サル等の捕獲檻の増設、被害抑制策の地域住民への周知等により対策を一

層強化するとともに、ＩＣＴ機器の活用による効率的な対策も検討されたい。 

 有害鳥獣対策の担い手である猟友会の拡大・若返りのため、免許取得に係

る負担軽減など長期的な支援を図られたい。 

  

【回答】 

有害鳥獣対策としてくくり罠を毎年 100 箇所前後行っていますが、設置

後の見回りに時間や労力がかかることが課題です。そこで、令和４年度より、

ＩＣＴ機器を活用した捕獲の試験運用を行っています。この試験運用の結

果を基に、今後の導入について猟友会と共に検討を進めてまいります。狩猟

免許については、負担軽減策として免許取得時の補助制度を実施しており

ます。 

 

７ その他    

（１）宮田村大久保地区における産業廃棄物最終処分場建設計画への対応  

宮田村大久保地区の松の原工業団地内で計画されている産業廃棄物最終

処分場の焼却灰・飛灰・汚泥などの廃棄物には、放射性物質汚染対処特措法

に基づく指定基準値内とはいえ放射性物質を含み、周辺地域の農業生産物

への影響のみならず、風評被害については天竜川全流域に及ぶ恐れがある

ことから、当委員会においては平成 27 年 12 月に建設反対の決議をしまし

た。農産物の「産地ブランド」確立を推進し、自然を守り環境にやさしい農

業を掲げる駒ヶ根市とされましても、なし得る対応と指導を図られたい。 

   

【回答】 

駒ヶ根市内では、有志により「駒ヶ根 水と命を守る会」が設立され、様々

な取り組みを、「宮田の環境を守る会」と連携しながら行っております。 

最終処理施設の許可権限は県知事が有しており、環境省令の基準に適合

している場合は許可せざるを得ない状況にあります。駒ヶ根市としまして

は、宮田村と連携し、行政としてできる範囲で、住民の皆様に寄り添い地域

の安全安心を確保してまいります。 

 

（２）農業水利施設の整備促進と安全対策    

農業用水路など水利施設の老朽化の進行に伴い、近年の激甚化・頻発化す

る豪雨災害のリスクが高まる中で、農業経営の安定化や耕作放棄地発生防

止のために、水利施設の適切な長寿命化対策や防災減災対策が必要となり

ます。また、農業経営の安定化において頭首工付近の土砂堆積も大きな課題
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です。 

改修などに際し、土地改良区等や多面的機能支払交付金の活動組織と協

力し、長寿命化計画・改修計画に沿った施設の改修が実施できるよう必要額

の確保を図られたい。 

 

【回答】 

多面的機能支払交付金の長寿命化対策以外で農業用施設の改修を実施す

る際は、施設管理者や市に費用負担が発生するため、改修の予定（希望）が

ある場合は、事前に市に協議していただき、事業の是非を判断のうえで、必

要に応じて次年度以降の予算に反映させていくこととしています。 

 

（３）農業委員会事務局体制の充実・強化   

 農業委員会では、主たる任務である農地等の集積・集約化、遊休農地の発

生防止・解消、新規参入等の農地等利用の最適化の推進により、業務が大幅

に拡大しています。今年５月の農業経営基盤強化促進法の一部改正による農

地の効率的かつ総合的な利用に関する目標を定めた目標地図を含む地域計

画の策定により、今後、農業委員会業務が一層拡大されます。 

農業委員会業務を円滑に推進するため、情報技術を活用した業務効率化を

推進できるよう、農業委員会事務局体制の充実・強化を図られたい。 

 

【回答】 

   令和４年度において、国の交付金を活用して導入したタブレット端末や、

既存の農地台帳システム・地図システムの有効活用によって業務の効率化

を図るとともに、今後、事務局体制の充実・強化を検討してまいります。 

 

（４）急激な経営環境悪化に対する支援    

新型コロナウイルス感染再拡大による食料需要の変化、ウクライナ危機

による肥料や燃油の高騰、急激な円安による農業資材の高騰など農業経営に

多大な影響が生じており、今後も、更なる価格上昇が懸念されます。 

このことに伴って、経費負担の増加により長期にわたって農業者の所得

が減少することも懸念されることから、現行の支援対策に加え、食糧の安定

生産・安定供給の観点からも価格上昇等に的確に対応した継続的な農家支援

対策を図られたい。 

 

【回答】 

コロナウイルス感染症に伴う経営への影響に対して、施設農家・花き農

家への支援、また、米価下落や肥料高騰に対する支援を実施してきたとこ

ろです。 
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今後も、農業の経営安定を図るため、化学肥料や農薬の低減といった生

産コスト低減に向けた支援に取り組んでまいります。 


