
平成 26年度

（第44年度）

事 業 幸良 止
口

公益社団法人全国農地保有合理化協会







③ 「全国農業新聞」のPR広告掲載（平成27年3月）

④ 「平成26年度版農地中間管理事業等関係通知集J（農政調査会発行）の編集

(2）農業関連イベントでのPR 

新規就農相談イベント「新・農業人フェアJや企業と農業・農村の交流促進をテーマに、

金業・農業法人・地方自治体等が一堂に会する「企業参入フェアJにおいてPRブースを

設置し、リーフレット等により、農地中間管理機構が実施する事業についてPRを行うと

ともに農地相談活動（後掲）を行いました。

① 新・農業人フェア2014

（主催：（株）リクルートジョブズ）

会場 大阪 東京 東京 大阪 札幌

開催日 26. 6. 14 7. 5 9. 20 10. 4 11. 1 
来場者数 652人 l, 353人 l, 457人 807人 792人

会場 東京 東京 計

開催日 12. 20 27. 2. 8 7回
来場者数 l, 347人 l, 780人 8, 188人

② 企業参入フェア20 1 4 

（主催：農林水産省、全国農業会議所 共催：全国農地保有合理化協会等、後援：日本

経済団体連合会等）

会場 東京 名古屋 福岡 仙台 計

開催日 26. 9. 19 11. 12 12. 9 27. 1. 21 4回
出展団体数 62団体 27団体 23団体 34団体 146団体
来場法人数 107法人 53法人 73法人 74法人 307法人

(3）協会ホームページ

ホームページ（http://www. nouchi. or. j p）を開設し、農地中間管理機構が行う事業の

解説等の情報提供を行いました。平成26年度の年間アクセス数は8万2,876回。

(4）役職員の派遣

都道府県農業公社、 JA等から研修会、会議等へ出席要請に応えて役職員を派遣し』情報

提供、助言、啓発普及活動を実施しました。



派遣日 派遣先（主催）及び「テーマ」 派遣数

6月18日 農地中間管理事業業務研修会（秋田県農業公社） 1名
19日 「農地中間管理事業の取り組み事例について」

7月15日 農地保有合理化事業担当者会議（北海道農業公社） 1名
「農地流動化施策を巡る状況等について」

8月4日 担い手支援担当者研究会（JA佐賀中央会） 1名
「農地の利用集積・集約化について」

8月6日 農地利用集積事業担当者研修会（ J A茨城中央会） 1名
「農地中間管理事業と JAの農地利用集積事業の取組みについてJ

9月30日 九州｜・沖縄ブロック連絡会議実務担当者研修会（宮崎県農業振興 1名
10月1日 公社）

「農地管理事業を巡る状況についてJ

10月16日 東北・北海道農業公社後期ブロック会議（やまがた農業支援セン 1名
17日 ター）

「平成26年度予算・税制関係及び全国協会融資関係について」

12月17日 農業経営指導専門研修（ J A長野県営農センター） 1名
「農地の法律手続きj

2月6日 九州｜・沖縄ブロック連絡会議後期会議（熊本県農業公社） 2名
「農地中間管理事業に対する実績と課題、今後の対策J等

2月20日 農地の利用集積と規模拡大研修会（福岡県農業振興推進機構） 1名
「地域農業の振興に向けた農地中間管理機構の機能活用」

(5）事業推進の検討

農地中間管理機構が行う事業の円滑な実施に資するため、中央研修会、ブロック会議（後

掲4 研修事業参照）及び情報交換の場を設け、諸課題の解決につながるよう支援を行い

ました。

農地中間管理事業の推進に係る情報交換会

開催日平成27年3月5日

開催場所全国都市会館

参加者農地中間管理機構役職員等 52名

テーマ

・各農地中間管理機構の取組みの現状及び課題等について

－事例報告「農地中間管理事業の実施状況～福井県若狭町の事例～」



ふくい農林水産支援センタ一理事長膏藤清一

・市町村、農業委員会、 JA等との連携について

・組織体制と事務処理上の課題について

( 6 ）農地利用集積円滑化団体等との連携

農地利用集積円滑化団体等との密接な連携を図りつつ、地域の実情に応じた担い手農業

者への農地の利用集積が図られるよう、都道府県農業公社の協力の下にモデル地区（北海

道標茶町、秋田県大仙市）を設定し、現地相談員の設置、職員の派遣による現地相談員へ

の助言・情報提供、現地関係機関との調整、助言、情報提供活動等の連携支援モデル地区

活動を行いました。

2.調査研究及び情報提供

( 1 ）調査研究

農地保有合理化事業等のデータの集計・分析及び活用事例の調査を実施しました。

① 農地保有合理化事業等の実績集計

ア．農地保有合理化事業に関する売買、貸借等の実績データを元に集計・分析を行いC

Dによりフィードパックするとともに、「平成25年度農地保有合理化事業等実績集計」

にとりまとめて発行するとともに、協会HPに掲載しました。

イ．「平成25年度農地保有合理化事業等実績集計（都道府県農業公社）」の発行

発行時期平成26年10月

発行部数 160部

掲載内容 買入、売渡、保有残高、貸借、農作業受委託事業等の地目別、

事業タイプ別、都道府県別実績等

② 「土地と農業J関連調査及び研究

ア．現地調査

水田経営及び稲作経営収支の動向と小作料形成メカニズムと決定の在り方につい

て、新潟県村上市、山形県鶴岡市で現地調査を実施し、併せて研究誌「土地と農業

No.45」にとりまとめ発行するとともに、協会HPに掲載しました。

イ．研究誌「土地と農業No.45」の発行（平成27年3月 600部）

〔提 言〕変貌する地域社会・・・あづみ野のむらから

全国農地保有合理化協会会長渡辺好明

〔研究論文〕成熟社会にふさわしい農政改革と農村創生のために

農政調査委員会客員研究員

元国立国会図書館専門調査員矢口芳生

フランスの農業・農地政策の新たな展開



－ 「農業、食料及び森林の将来のための法律Jの概要一

中央大学法科大学院教授原田純孝

社会関係からみた農地集積の実態

－茨城県桜川流域の事例より一

農林水産省職員・東北大学大学院農学修土井坂 友美

〔調査論文〕米価下落と制度改革下での水田経営と小作料問題

農政調査委員会理事長吉田俊幸

集落営農の展開過程の時間的観察

一福井県大野市の事例－

東京大学大学院農学生命科学研究科准教授安藤光義

〔投 稿〕大阪府における「農と福祉の連携Jの推進

一企業誘致等による農福連携ー

大阪府みどり公社永井啓一

( 2）情報提供活動

協会HP及びメール等により農地中間管理機構が行う事業等に関する資料及び情報提供

を行いました。

① ホームページ及びメール

協会HPに各種情報を掲載・更新し、農地中間管理機構が行う事業に関する情報をは

じめ研修会等の資料及び予算情報を電子媒体で提供しました。

また、研究誌「土地と農業Jのデータベース化と検索機能の強化を行いました。

② メール及びファクス

「担当者メーリングリスト」の活用及びファクスにより農地中間管理機構が行う事業

をめぐる農業情勢等の情報提供を行いました。

③ 「平成26年度版都道府県農業公社の概況Jの発行 260部

都道府県農業公社の概況を整理し、とりまとめて提供しました。

3.相談活動

新規就農に係るイベント等における農地相談活動、農地中間管理機構が行う事業等の事業

内容に係る相談活動等を行いました。

( 1 ）農地相談活動

「新・農業人フェア 20 1 4」での農地相談

相談件数 101件東京会場 4回 75件

大阪会場 2回 23件

札幌会場 1回 3件



（相談日は前掲1の（2）新・農業人フェア20 1 4の開催日）

このほか農業への新規参入希望者からの電話相談に対応しました。

(2）事業相談活動

都道府県農業公社等からの電話、メール等による農地中間管理機構が行う事業等の事業

内容に係る相談事案に随時対応しました。

4.研修事業

農地中間管理機構が行う事業の推進等をテーマに中央研修会、ブロック研修会を実施する

とともに、市町村、農業委員会、 JA、農業者等が参集する現地研修会の企画及び職員の派

遣等により開催に協力しました。

( 1）中央研修会（公募事業）

① 都道府県農業公社「農地中間管理事業担当者研修会J

開催日平成26年6月9日、 10日

開催場所全国都市会館

参加者農地中間管理事業担当者等延べ277名

説明事項及び講師

－農地中間管理事業制度等の概要

・「人・農地プラン」等の概要

・農業経営基盤強化促進法の改正事項

．耕作放棄地関係

・農地集積・集約化対策事業関係

．土地改良法制度関係

．土地改良事業関係

・農地税制関係

－機構集積支援事業関係 以上農林水産省担当官

② 農地中間管理機構役員研修会

開催日平成26年6月25日

開催場所主婦会館プラザエフ

参加者農地中間管理機構役員等 81名

研修テーマ及び講師

－農地中間管理事業取組み事例報告

・民間有識者による講演

あおもり農林業支援センター理事長鳴海勇蔵

兵庫みどり公社副理事長三浦恒夫

やまぐち農林振興公社農地中間管理部長中尾祐二



（株）ローソン取締役会長新浪剛史

（株）ローソン ローソン大学事務局長松永泰治

③ 都道府県農業公社経理実務者研修会

開催日平成26年12月11日、 12日

開催場所主婦会館プラザエフ

参加者都道府県農業公社経理担当者等延べ167名

研修テーマ及び講師

－農地中間管理機構会計処理基準例等

－公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について

以上新日本有限責任監査法人公認会計士上倉要介

．農地中間管理機構が行う条件整備事業にかかる資金の流れ

全国農地保有合理化協会職員

．農地中間管理機構会計基準例のシステム処理について

満喜（株） 東日本営業部次長酒井徹治

④農地中間管理機構担当部課長会議

開催日平成27年3月9日、 10日

開催場所全国都市会館

参加者農地中間管理機構部課長等延べ129名

説明事項及び講師

－農地中間管理事業について

．機構集積協力金について

・農地耕作条件改善事業について

－耕作放棄地再生利用緊急対策交付金について

．農地情報公開システムについて

講義及び講師

・債権保全策について

．債権回収について

以上農林水産省担当官

全国農業会議所担当者

以上 みずほ総合研究所（株）、（株）オリエントコーポレーション

( 2）ブロック研修会（公募事業）

① 前期ブロック会議

ブロック 開催日

東北・北海道 26年7月17日

関東 7月10日
北陸 7月9日

開催地 参集者

福島県 福島市・ホテルサン｝トト7° うず福島 34名
千葉県 千葉市・Qibal1 （きぼーる） 30 
新潟県 上越市・桁Jvハイマート 22 
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研修テーマ等（共通）

・農地中間管理事業の推進について（各地方農政局担当官）

．農地中間管理事業等の概要について

・平成26年度融資業務に関する留意事項（以上 全国農地保有合理化協会担当者）

・農地情報公開システムについて（全国農業会議所担当者）

・各機構における取組状況について

② 後期ブロック合同会議

開催日及び開催場所等

ブロック 開催日 開催地 参集者

東日本 27年2月6日 東京都 厚生会館 45名
（東北・北海道、関東）

中日本 2月10日 京都府 京都市・桁）＼！セント／ーム京都 43 
（北陸、東海・近畿）

西日本 2月13日 福岡県 福岡市・福岡がーデンハ。レス 43 
（中国四国、九州・沖縄）

研修テーマ等（共通）

・平成27年度予算・税制について

・全国協会融資資金について

・農地中間管理事業の留意事項について（以上 全国農地保有合理化協会担当者）

・農地中間管理事業と農地情報公開システムについて（全国農業会議所担当者）

．農地中間管理事業事例報告

東日本：岩手県農業公社、埼玉県農林公社、羽生市

中日本：ふくい農林水産支援センタ一、兵庫みどり公社

西日本：熊本県農業公社、大分県農業農村振興公社

(3）現地研修会の協力

① 北海道標茶町現地検討会

～農地の集積・集約化に向けての各機関の連携～

開催日平成27年3月18日

開催場所北海道標茶町

参加者市町村、農業委員会、 JA、農業者 60名



研修内容

・標茶町酪農の課題と改善方向

－農業協同組合が目指す農地GIS＆リモートセンシング

．空間技術を活用した牧草モニタリングサービス

－府県における農地集積化の事例紹介

－中間管理事業について

②秋田県美郷町・農地中間管理事業に係る説明会

開催日 8月21日

開催場所秋田県美郷町

参加者美郷町農業者等 113名

研修内容

－農地中間管理事業の概要について

－第2次ふるさと秋田農林水産ビジョンについて

5. 資金供給、助成及び債務の保証

( 1 ）資金供給事業

農地中間管理機構が農地の買入等に要する資金について一般競争入札により金融機関

から借入れを行い供給するとともに借入資金の適正な管理に努めました。

また、新規貸付を終了した基金資金の償還金の適正な管理に努めました。

① 担い手支援資金（借入資金）の供給

ア．貸付実行、払出、償還実績（対公社）

区分 金額 回数 件数 備考

期首貸付残高（A) 32, 041，千46円5 
回 件

貸付決定、実行額 14, 903, 530 24 142 

期中 払出額 (B) 13, 936, 865 35 289 

償還額（C) 5, 972, 286 1, 318 

期末貸付残高（A)+(B)一（C) 40, 006, 044 

イ．資金借入、返済、利払実績（対金融機関）

区分 金額 回数 件数 備考

期首借入残高（A) 33, 715，千10円6 
回 件

借入額 (B) 15, 159, 707 11 28 
期中

返済額（C) 7, 147, 976 40 18 

期末借入残高（A)+(B）一（C) 41, 726, 837 



ウ．借入資金の入札及び契約状況

（ア）借入資金の調達

5月16日 入札告示（協会HP) 

調達額短期借入金（借入期間1年） 14, 000, 000千円

長期借入金（ " 3年） 21, 000, 000千円

調達金利短期プライムレート土 α

6月11日 入札（農林中央金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行）

6月12日 入札結果の通知及び協会HPへの掲載

短期借入金 長期借入金

金融機関名 落札金額 金融機関名 落札金額

りそな銀行 4, 000, 000千円 農林中央金庫 15, 750, 000 
三井住友銀行 6, 225, 000 みずほ銀行 l, 000, 000 
みずほ銀行 2, 225, 000 
農林中央金庫 l, 550, 000 

（イ）借入契約の締結

契約締結日 金融機関名 貸越（借越） 借入利率
（契約期限） （契約書等） 極度額

平成26年6月19日 農林中央金庫 l, 550, 000千円 1. 475% 
（平成27年6月19日） （特殊当座勘定貸越契約書）

平成26年6月19日 ニ井住友銀行 6, 225, 000 l. 475 
（平成27年6月19日） （特殊当座借越契約書）

平成26年6月19日 りそな銀行 4, 000, 000 1. 470 
（平成27年6月19日） （当座勘定貸越約定書）

平成26年8月4日 みずほ銀行 2, 225, 000 1. 475 
（平成27年6月19日） （特別当座貸越契約書）

平成26年8月28日 農林中央金庫 15, 750, 000 1. 675 
（平成29年8月28日） （金銭消費貸借証書）

合計 29, 750, 000 

（ウ）借入資金の借換

借換日 金融機関名 借換額 適用利率 借換後返済期日

平成26年6月4日 農林中央金庫 5, 140, 708千円 1. 475% 平成27年6月4日

向上 みずほ銀行 3, 500, 000 1. 475 向上

向上 りそな銀行 696, 810 1. 475 同土



計 9, 337, 518 

平成26年6月13日 ニ井住友銀行 2. 179, 612 1. 475 平成27年6月13日
向上 農林中央金庫

向上 みずほ銀行

向上 りそな銀行

計

合計

（注）借換前の借入利率は1.475%

（エ）借入資金に係る利払い

2, 161, 837 1. 475 向上
826, 000 1. 475 同上
609, 397 1. 475 同上

5, 777, 430 

15, 114, 948 

利払区分 利払対象額 利払額 利払件数

中途返済分 9, 050, 088千円 19, 343千円 40件

返済期日到来分 15, 114, 948 41, 629 25 

9月末約定分 33, 183, 008 194, 014 31 

3月末約定分 41, 726, 837 266, 413 40 

合計 99, 074, 882 521, 398 136 

（オ）担い手支援資金調達委員会の設置と審議結果

民間金融機関からの資金調達の安定性並びに業務の効率性、透明性及び客観性を

高めるため担い手支援資金調達委員会を3回開催しました。

調達委員 （委員長）副会長兼専務理事

（委員）事務局長、管理部長、業務部長、融資業務室長

委員会開催日等 審議事項 審議結果

第 1回委員会 ①平成26年度担い手支援資金貸付金の民間金融 承認

4月25日協会 機関からの資金調達の基本的な考え方について

②入札実施要領（案）について 承認

③入札スケジュール（案）について 承認

第2回委員会 ①平成26年度担い手支援資金貸付金の民間金融 承認

5月14日協会 機関からの資金調達について

第3回委員会 ①平成26年度担い手支援資金の民間借入金の入 承認

6月11日協会 札結果と落札者の決定について

（カ）担い手支援資金審査会の設置と審査結果

担い手支援資金の調達等事務（資金調達、貸付、償還、会計に関する事務）の適

正化を図るため担い手支援資金審査会を4回開催しました。

審査委員 （委員長）染野光宏・公認会計士



（委員） 山村 勝慶・全国農業会議所農地・組織対策部長

井上周一郎・（株）日本政策金融公庫融資企画部

農業融資グループリーダー

審査会開催日等 審査事項 審査結果

第1回審査会 平成25年度第4四半期の担い手支援資 改善要求

平成26年6月24日 金の調達、貸付、償還及び会計に関す なし
日本農研ピ ）~ る事務

第2回審査会 平成26年度第1四半期の担い手支援資 改善要求

9月8日 金の調達、貸付、償還及び会計に関す なし
同上 る事務

第3回審査会 平成26年度第2四半期の担い手支援資 改善要求

1 1月21日 金の調達、貸付、償還及び会計に関す なし
向上 る事務

第4回審査会 平成26年度第3四半期の担い手支援資 改善要求
平成27年2月12日 金の調達、貸付、償還及び会計に関す なし

向上 る事務

② 新規貸付終了資金の管理

区分 期首貸付残高 償還額 期末貸付残高

担い手支援資金 22, 460, 983千円 5, 280, 673 17, 180, 310 

長期育成資金 7, 514, 719 2, 713, 044 4; 80 l, 675 

担い手育成資金 8, 558 1, 7 41 6, 817 

経営支援出資資金 18, 760 2, 345 16, 415 

緊急加速リース資金 121, 823 11, 073 110, 750 

合計 30, 124, 844 8, 008, 877 22, 115, 967 

(2）助成事業

農地価格の下落による売買差額の一部を助成する農地売買円滑化事業（公募事業）を実

施し、助成金額4,816千円を交付しました。

① 農地売買円滑化事業審査委員会の設置と審査結果

農地売買円滑化事業の対象の農地売買価格等、助成金交付申請の内容の適否について

農地売買円滑化事業審査委員会で、審査を行いました。

審査委員 （議長）山村 勝慶・全国農業会議所農地・組織対策部長

（委員）中村秀光・独立行政法人農業者年金基金専門役

船山 進・（ー財）日本不動産研究所常勤顧問（不動産鑑定士）



井上周一郎・（株）日本政策金融公庫融資企画部

農業融資グループリーダー

開催日等

第1回審査会

2月25日 日本農研ピ Jv

② 助成金交付実績

ア．交付先北海道農業公社

イ．交付額 4, 816, 000円

審査事項

平成26年度農地売買円滑化助成金の交付に
ついて（審査事案1公社（延べ12市町村））

審査結果

承認

〔（事業対象農地の買入価格） 429, 377, 000円一（売渡価格） 403, 468, 000円一

（貸付料収入額） 20, 556, 980円〕×（助成割合） 0. 9 

ウ．交付日平成27年3月13日

(3）債務保証事業

債務保証の対象となる事案は発生しませんでした。

6.その他

( 1）条件整備資金利子助成事業への取り組み

農地中間管理機構が行う農地の簡易な整備や耕作放棄地の再生活動等の必要な資金（補

助残）供給事業がスタートしましたが、資金の貸付実行には至りませんでした。

(2）平成27度農地中間管理機構関係税制に関する要望活動

「平成27年度農林税制改正」の「平成27年度農地中間管理機構関係税制」要望について

取りまとめ、農政推進協議会（事務局：全国農業会議所）加盟国体として、要望活動等協

議会活動に参加しました。

参加日 農政推進協議会の議事内容 協会出席者

8月27日 －平成27年度農林関係予算団体要請及び農政推進協議 副会長兼専務理事
~』z，自b』之";z3』' 担当職員 1名

10月30日 －平成26年度農林関係税制改正要望団体ヒアリング 向上

11月19日 ・平成27年度農林税制要望勉強会 向上

12月25日 －平成27年度農林税制対策チーム打合せ 同上

12月27日 －平成27年度農林関係税制改正要望党税制調査会第一 向上

次O×提示



12月29日 ・平成27年度農林関係税制改正要望党税制調査会最終 向上

0×提示

1月8日 ・平成26年度補正予算重点事項及び農林関係予算編成 向上

大綱案等の説明と意見交換

1月9日 －平成26年度補正予算報告及び平成27年度当初予算重 向上
点事項（折衝状況）等の説明及び意見交換

1月13日 －平成27年度当初予算大臣折衝結果報告 向上

（備考）開催場所は、いずれも自民党本部

(3）農業関係機関、協議会等との連携

①全国公社営畜産事業推進協議会と連携して畜産的土地利用の推進を図りました。協議

会では現地研修会（都内）を実施したほか、ミニ通信等を発行しました。

②農業関係機関・協議会との連携した取り組みを図りつつ、関連施策に関する情報の収

集等を行いました。



II .理事会、総会等に関する事項

1.理事会

区分 開催年月日等

第138回理事会 平成26年4月10日
（決議の省略方法
による理事会）

第139回理事会 平成26年5月29日
（定例理事会） 都市センターホテル

第140回理事会 平成26年12月5日
（決議の省略方法
による理事会）

第141回理事会 平成27年2月10日
（定例理事会） 都市センターホテル

決議事項等

（決議があったものとみなされた事項）
諸規程（担い手支援資金融資業務規程及び経

理規程の一部改正
（理事の同意書）

理事総数12名
（監事が異議がないことを証する書類）

監事総数2名

（決議事項）
①平成25年度事業報告の承認
②平成25年度計算書類（貸借対照表及び正味
財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産
目録の承認

③理事2名の補欠選任
④第69回総会（定時総会）の招集
⑤正会員の入会の承認
⑥諸規程の制定及び一部改正

－条件整備資金融資業務規程の制定
・農地売買円滑化事業業務規程の一部改正
・農地保有合理化法人債務保証事業業務規
程の一部改正
－企画委員会運営規程の一部改正
－組織規程の一部改正

（報告事項）
①会務関係
②理事会の決議（4月10日）があったものと
された事項「担い手支援資金融資業務規程の
一部改正」の取扱い

③公募事業（中間管理機構事業のうち）への
取組み

④担い手支援資金の状況
⑤会計監査人監査及び監事監査の実施
⑥正会員の退会（3月31日付け）
⑦事務局体制の整備
（出席等）

決議に必要な出席理事数7名、出席11名、欠席 1
名、監事出席2名

（決議があったとみなされた事項）
職員給与規程の一部改正
（理事の同意書）

理事総数14名
（監事が異議がないことを証する書類）

監事総数2名

（決議事項）
①平成27年度事業計画・収支予算・資金調達



2.総会

区分 開催年月日等

第69回総会 平成26年6月17日
（定時総会） 全国都市会館

第70回総会 平成27年3月5日
（臨時総会） 全国都市会館

及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
②平成27年度会費及び賛助会費の額とその納

入方法
③一般財団法人農政調査会の解散に伴う一部
業務及び残余財産の引受け

④平成27年度公募事業の応募
⑤会計監査人の選任
⑥第70回総会（臨時総会）の招集

⑦諸規程の一部改正
・資産管理規程の一部改正
．職員給与規程の一部改正

⑧役員選考委員会委員の委嘱
（報告事項）

①会務関係
②「理事会の決議の省略jの報告
③担い手支援資金の状況
④会計監査人監査の実施
（出席等）

決議に必要な出席理事数8名、出席14名、監事出
席2名

決議事項等

（決議事項）
①平成25年度事業報告の承認
②平成25年度計算書類（貸借対照表及び正味
財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産
目録の承認

③理事2名の補欠選任
（出席会員）

決議に必要な出席会員数27名、出席52名
（出席役員等）

出席理事6名、監事2名

（決議事項）
①平成27年度事業計画・収支予算・資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類の承認

②平成27年度会費及び賛助会費の額とその納
入方法

③会計監査人の選任
（出席会員）

決議に必要な出席会員数27名、出席50名
（出席役員等）

出席理事10名、監事2名



3.平成26年度事業報告、決算に関する監査事項

( 1 ）会計監査人監査

平成26年11月12日予備調査

II 12月11日期中監査（ 1) 

平成27年2月初日 II (2) 

II 4月1日実査

II 4月15日期末監査（ 1) 

II 4月23日 II (2) 

II 5月11日 II (3) 

II 5月18日 II ( 4) 

(2）監事監査

平成27年5月19日



Ill .法人の概況

1.設立年月日 昭和46年9月28日設立

平成25年4月 1日 公益社団法人へ移行

2.許認可等年月日 平成7年4月13日 農地保有合理化支援法人指定

3.定款に定める目的

（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）

第11条の2第 1項、許認可等行政機関：農林水産省

経営局農地政策課）

本協会は、我が国の農業・農村の持続的発展のため、農業経営の規模拡大、農地の集団化

その他農地保有の合理化等による農用地の利用の効率化及び高度化に資する啓発普及と調査

研究等を行い、もって国土の利用と整備・保全並びに地域社会の健全な発展に寄与すること

を目的とする。

4.定款に定める事業

( 1 ）農業経営の規模拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化等による農用地の利用の効

率化及び高度化の促進に関する啓発普及

(2）農業経営の規模拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化等による農用地の利用の効

率化及び高度化の促進に関する調査研究・情報提供

(3）農地の利用及び保全に関する相談

(4）農業経営の規模拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化等による農用地の利用の効

率化及び高度化の促進を適正かつ円滑に行うための研修

( 5）農業経営の規模拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化等による農用地の利用の効

率化及び高度化を促進するための資金供給、助成、債務の保証

(6）その他本協会の目的を達成するために必要な事業

5.所管官庁に関する事項

内閣府

6.会員の状況（平成27年3月31日現在）

｜ 種類 ｜ 当期末 ｜ 
｜ 正会員 I 5 4法人 ｜ 
｜ 賛助会員 ｜ 2法人 ｜ 

7.事務所

備考



東京都千代田区紀尾井町3番29号 日本農研ビル

8.役員等に関する事項（平成27年 3月31日現在）

( 1 ）理事、監事

役職 常勤・ 氏名 現職等

非常勤

会長 非常勤 渡 辺 好 明

（代表理事）

副会長 非常勤 富 樫 秀 文 （公財）北海道農業公社理事長

副会長 非常勤 松 本 広 太 全国農業会議所専務理事

副会長 常勤 瀬 藤 芳 郎

専務理事 常勤 瀬 藤 芳 郎 （副会長兼務）

（代表理事）

理事 非常勤 三 浦 庄 助 （公社）秋田県農業公社理事長

理事 非常勤 佐々木孝之 （公財）やまがた農業支援センター専務理事

理事 非常勤 吉沢 主:n包て （公財）栃木県農業振興公社理事長

理事 非常勤 番 藤 清 一 （公社）ふくい農林水産支援センタ一理事長

理事 非常勤 辻井邦夫 （公財）滋賀県農林漁業担い手育成基金副理事長

理事 非常勤 上 場 重 俊 （公財）鳥取県農業農村担い手育成機構理事長

理事 非常勤 鷹尾雄二 （公財）熊本県農業公社理事長

理事 非常勤 石角征ニ （公社）大分県農業農村振興公社専務理事

理事 非常勤 大 西 茂 志 全国農業協同組合中央会常務理事

理事 非常勤 古口達也 全国町村会副会長（会長代行）

監事 非常勤 中村 直 紀 （公社）茨城県農林振興公社理事長

監事 非常勤 谷脇 修

以上、理事14名、監事2名

（任期：平成25年6月18日～平成27年定時総会終結時）

（参考）定款第25条： 1.理事10名以上15名以内、監事3名以内

2.理事のうち 1名は会長、 3名は副会長、 1名は専務理事とする。

(2）会計監査人

役職 氏名 現職等

会計監査人 染 野 光 宏 染野公認会計士事務所（公認会計士）

会計監査人 宗直樹 宗公認会計士事務所（公認会計士）

（参考）定款第25条：本協会に会計監査人を置く。

9.職員に関する事項（平成27年3月31日現在）

職員数計13名（うち契約職員 1名、臨時雇用職員 1名）


