
1．はじめに

　農地利用の最適化の推進を農業委員会の主
たる使命として位置づけた改正農業委員会法
が、平成 28 年 4 月 1 日に施行された。農業
委員会が、これまで推進してきた担い手への
農地利用集積や遊休農地の発生防止・解消、
新規参入の促進の取り組みが、改めて「農地
利用の最適化の推進」として必須業務に位置
づけられることになり、併せて、担当地区ご
とに農地利用調整等の現場活動を担う農地利
用最適化推進委員が新設された。
　担い手の農地利用が全農地の 8割を占める
農業構造の実現が重要な政策課題となってい
る中で、農業委員会による農地の確保と有効
利用、とりわけ農地中間管理機構との連携に
よる「人」と「農地」のマッチングの取り組
みとその具体的な成果が強く求められること
になる。
　各農業委員会の新制度への移行は、農業委
員の任期を踏まえた経過措置により平成 30
年秋までに順次行われることになる。昨年
12 月末現在で 265 委員会が新制度による組
織・活動をスタートさせている。本年 7月末
までには全国 1,705 の農業委員会のうち、約
3分の 2の農業委員会が新制度に移行するこ
とになっている。

　ここでは、農業委員会制度の改正の経緯と
改正法のポイントを整理するとともに、新設
された農地利用最適化推進委員の活動や農地
中間管理機構との連携の状況を含めて、農業
委員会による担い手への農地利用集積の推進
について考えることとする。

2．農業委員会組織・制度の経過と改正
農業委員会法のポイント
（1）これまでの組織・制度の推移

　昭和 26 年の「農業委員会法」の制定により、
従前の農地委員会、農業調整委員会、農業改
良委員会の 3委員会を統合した農業委員会が
発足し、“「農地改革」から「農業改革」へ”
をスローガンに農地法に基づく許認可業務等
を行うこととされた。その後、農業委員会制
度は、昭和 29 年、32 年、55 年、そして平成
16 年と 4 度の大きな改正を経て、今回の改
正となった。またこの間、農地制度の改正に
伴う新たな業務の付与も行われている。これ
までの組織・制度の推移を簡単に整理すると
次のようになる。
　昭和 29 年改正では、農業団体再編問題の
論議の中で新たに都道府県農業会議と全国農
業会議所を設置し法律の名称も「農業委員会
等に関する法律」とした。
　昭和 32 年改正では、農業委員会の所掌事
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務を拡大し、農業・農村振興計画の樹立、農
業・農民に関する事項の意見の公表、建議、
諮問・答申、を盛り込むとともに、農業委員
の定数拡大、農業委員会及び農業会議の農地
部会の設置等が措置された。
　昭和 55 年改正は、農業構造政策の推進に
関する農業委員会組織の法令業務の拡大（農
用地利用増進法、現在の農業経営基盤強化促
進法に基づく担い手への農地の利用権設定等
の促進業務を追加）や都道府県農業会議にお
ける常任会議員の設置などが措置された。そ
の後、平成元年の農用地利用増進法の改正と
特定農地貸付法の制定、平成 2年の市民農園
整備促進法の制定、平成 5年の農業経営基盤
強化促進法の施行、が相次いで行われる中で、
構造政策の推進や農地の維持・保全に関する
農業委員会の果たす役割が拡大した。
　平成 16 年改正は、平成の市町村合併が進
められるなかで、農業委員会活動の重点化と
組織・業務運営の効率化の観点から、担い手
への農地利用集積と農業経営の確立に関する
業務への重点化、農業委員会の必置基準面積
の引き上げ、選挙委員下限定数の廃止、農業
委員会の農地部会設置の弾力化（複数設置も
可）、等が行われた。
　さらに、平成 21 年の「所有から利用へ」
をキーワードとした農地法改正により、農業
委員会の法令業務に「農地等の権利取得の届
出と効率利用の措置」、「農地の利用状況調査」
「遊休農地の措置」が追加された。
　平成 25 年の農地中間管理事業関連 2法で
は、「農地の利用意向調査の実施」と「農地
台帳等の作成・公表」（農地法改正）、「農用
地利用配分計画案の作成に伴う意見」（農地

中間管理事業法）が措置された。特に、農地
法による農地台帳の法制上の位置づけは、農
業委員会組織の長年の要望である「農地基本
台帳の法定化」が実現したものであり、農地
情報の管理と公表に重要な役割を担うことと
なった。
　こうした経過の中で、現場における農地利
用調整の活動を担う農業委員会の体制強化が
求められ、平成 26 年 3 月から自民党の「農
業委員会・農業生産法人に関する検討 PT」
における議論が開始され、農業経営者や全国
農業会議所からのヒアリング、現地における
農業委員会との意見交換会の実施等により改
革の方向についての検討が進められた。同年
6 月 10 日に「新農政における農協の役割に
関する検討 PT」との合同会議において、「農
協・農業委員会等に関する改革の推進につい
て」として取りまとめられ、その内容を盛り
込んだ規制改革実施計画が 6月 24 日に閣議
決定された。その後、農協改革に関する論点
についての検討が行われ、平成 27 年 2 月 9
日に法案の骨格が固まり、同年 4月 3日に「農
業協同組合等の一部を改正する等の法律案」
として第 189 回国会に提出された。同法律案
は、農業協同組合、農業委員会及び農業生産
法人に関する制度の一体的な見直しを行うも
のとなった。農業委員会制度については、「農
地利用の最適化」の推進を含む農業委員会の
事務の重点化、農業委員の選出方法の見直し、
農地利用最適化推進委員の新設、農業委員会
ネットワーク機構の指定など、規制改革の視
点を含めた制度発足以来の大きな改正内容と
なった。法案は、平成 27 年 6 月 30 日に衆議
院本会議で採決、8 月 28 日に参議院本会議
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で可決成立し、9月 4 日に公布され、施行は
平成 28 年 4 月 1 日となった。

（2）改正農業委員会法のポイント

　改正法は、農業委員会の事務の重点化、農
業委員の選出方法の変更、農地利用最適化推
進委員の委嘱、農業委員会ネットワーク機構
の指定など、農業委員会組織の役割及び組
織・運営全般に関わる抜本的な見直しになっ
ている。
　このため、法律の目的規定も改正され、「農
業生産力の増進及び農業経営の合理化を図る
ため、農業委員会の組織及び運営並びに農業
委員会ネットワーク機構の指定等について定
め、もって農業の健全な発展に寄与すること
を目的とする」とされている。なお、市町村
に置かれる独立行政委員会としての農業委員
会の位置づけは従前通りである。
①農業委員会の事務の重点化
　農業委員会の所掌事務として、農地法等に
基づく法令業務（法第 6条第 1 項）に加え、
新たに「農地等の利用の最適化の推進」の事
務（法第 6条第 2項）が規定され、農業委員
会の最も重要な事務として位置づけられた。
具体的には、「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」、の 3つの取り組みをもとに
農地等の利用の効率化及び高度化の促進を行
うこととしている。また、その推進に当たっ
て、「農地等の利用の最適化の推進に関する
指針」の策定に努めること（法第 7条第 1項）
が規定されている。
　さらに、農業の振興に関わる業務（法第 6
条第 3 項）として、「法人化その他農業経営
の合理化に関する事項」、「農業一般に関する
調査及び情報の提供」、の事務を行うことが
できるとされている。
　一方、「関係行政機関等に対する農業委員
会の意見の提出」（改正法第 38 条）の規定が
新設され、「農業委員会は所掌事務の遂行を
通じて得られた知見に基づいて、必要がある
と認めるときは、関係行政機関等に対し、農
地等利用最適化推進施策の改善についての具
体的な意見を提出しなければならない」とし、
加えて、意見の提出を受けた関係行政機関等
は、「施策の企画立案・実施に当たり、提出
された意見を考慮しなければならない」とさ
れている。
②農業委員の選出方法の変更
　農業委員の選出方法については、これまで

 図 1　農業委員会組織の体系
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（図１）農業委員会組織の体系
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の公選制を市町村長の任命制に変更するとと
もに、議会推薦・団体推薦による選任委員の
制度も廃止となった。具体的には、農業に関
する識見を有し、農地等の利用の最適化の推
進等に関しその職務を適切に行うことができ
る者のうちから、市町村長が、議会の同意を
得て農業委員を任命する。任命に当たっては、
「農業者等からの候補者の推薦及び募集とそ
れらの者の情報整理・公表、推薦及び募集の
結果尊重」、「認定農業者が農業委員の過半を
占める（当該区域の認定農業者が少ない場合
等は除く）」、「農業委員会の所掌事項に関し

利害関係を有しない者を含む」、「農業委員の
年齢、性別等に著しい偏りを生じないよう配
慮」、といった要件が付されている。なお、
農業委員の定数については別途、政令で定め
る基準に従って市町村の条例で定める（法第
8条第 2項及び令 5条）ことになっている。

区　　　分 委員定数の
上限

1　	農業者の数が 1,100 以下の農
業委員会、又は、農地面積
が 1,300㌶以下の農業委員会

推進委員を委嘱する農業委員会 14 人

推進委員を委嘱しない農業委員会 27 人

2　 1及び 3以外の農業委員会 推進委員を委嘱する農業委員会 19 人

推進委員を委嘱しない農業委員会 37 人
3　	農業者の数が 6,000 を超え、
かつ、農地面積が 5,000㌶を
超える農業委員会

推進委員を委嘱する農業委員会 24 人

推進委員を委嘱しない農業委員会 47 人

 図 2　農業委員会の 4 つの役割・機能と制度上の位置付け
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③農地利用最適化推進委員の新設
　農業委員会は、農地等の利用の最適化を推
進するため、担当区域を定めて農地等の利用
の最適化の推進活動を行う農地利用最適化推
進委員（以下、推進委員）を委嘱すること（必
置基準以下及び農地等の利用の効率化及び高
度化が相当程度は図られている農業委員会は
委嘱しないことができる）が規定（法第 17
条第 1項）されている。推進委員の委嘱に当
たっては、「農業者等からの候補者の推薦及
び募集とそれらの者の情報整理・公表、推薦
及び募集の結果尊重」、「推進委員は農業委員
と兼ねることができない」、とされている。
　農地利用最適化推進委員の定数について
は、農業委員会の区域内の農地面積のヘク
タール数を 100 で除して得た数（1未満の端
数は 1に切り上げ）以下で条例で定める（法
第18条第2項及び令8条）ことになっている。
　また、推進委員については、農地利用の最
適化の推進活動に加え、「農業委員会総会又
は農地部会での推進委員の活動の報告や意見
の陳述」、「農地利用最適化推進指針の作成・
変更に際しての推進委員からの意見聴取」、
「農地中間管理機構との連携」に関する事項
が規定されている。
④農業委員会ネットワーク機構の指定
　都道府県農業会議、全国農業会議所に関す
る規定条文が削除され、新たに「農業委員会
ネットワーク機構」に関する指定や業務につ
いての規定が設けられ、農林水産大臣又は都
道府県知事は、農業委員会相互の連絡調整、
情報提供等の農業委員会の支援業務を適正か
つ確実に行うことができると認められるもの
を全国又は都道府県に一つを限って、「農業

委員会ネットワーク機構」として指定するこ
とができるとされている。なお、都道府県農
業会議及び全国農業会議所は、都道府県知事
又は農林水産大臣の指定を受けて円滑に農業
委員会ネットワーク機構に移行できるよう法
律の附則で一般社団法人への組織変更等の手
続きが措置されている。なお、平成 28 年 4
月 1 日の改正法施行にあわせて、47 都道府
県の農業会議と全国農業会議所がそれぞれ都
道府県知事、農林水産大臣から農業委員会
ネットワーク機構の指定を受けている。
　農業委員会ネットワーク機構の業務は、㋐
農業委員会相互の連絡調整、情報の公表、農
業委員等の講習・研修等の支援、㋑農地に関
する情報の収集・整理・提供、㋒農業経営を
営み、又は営もうとする者への関係農業委員
会の紹介・支援、㋓法人化の支援その他農業
経営の合理化のために必要な支援、㋔認定農
業者その他の農業の担い手の組織化及びこれ
らの者の組織の運営の支援、㋕農業一般に関
する調査及び情報の提供、㋖農地法その他の
法令の規定により行う業務（都道府県農業委
員会ネットワーク機構のみ）、及びこれらに
附帯する業務を行うとされている。
　以上のほかにも、農業委員会の専任職員の
配置及び養成等による事務局の強化、農業
委員会の運営の透明性を確保するためのイン
ターネットの利用等による情報の公表、に
　関する規定が新たに設けられている。

（3）成立過程での主な論点

　今回の農業委員会法の改正をめぐっては、
農業委員の公選制から任命制への変更、農業
委員と農地利用最適化推進委員の関係、「意
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見の公表・建議・諮問答申」の規定の削除、
が主な論点となった。
　平成 26 年 5 月 14 日に規制改革会議・農業
WGが発表した「農業改革に関する意見」で
は、農業委員会制度について、公選制の廃止、
農業委員会の委員数の大幅削減、都道府県農
業会議と全国農業会議所の廃止、などの見直
し方向が示された。
　その後、政府・与党での検討を経て農業
WGの案の見直し・修正が行われ、同年 6月
24 日に閣議決定された「規制改革会議実施
計画」と「農林水産業・地域の活力創造プラ
ン」の改訂では、①選挙・選任方法の見直し
（地域の推薦・公募を前提に議会同意を要件
とした市町村長の任命制、農業委員は現行の
半分程度の規模、等）、②農地利用最適化推
進委員の新設、③都道府県農業会議・全国農
業会議所制度の見直し（認可法人から指定法
人への制度移行）、④行政庁への建議等の業
務の見直し（意見の公表・建議等の業務を法
律から除外）、⑤農業委員会の事務局の強化、
⑥情報公開、等について検討・結論を得て次
期通常国会に関連法案の提出を目指す、とさ
れた。
　これを踏まえ、農業委員会組織では、制度
改正に向けて、①農業委員の「代表制」を担
保する制度的仕組みの整備、②法律に基づく
「都道府県農業会議・全国農業会議所」の系
統性の確保、③法定化されている「意見の公
表､ 行政庁への建議、諮問・答申」機能の維
持、の 3点を中心にさらに現場の声を踏まえ
て検討するよう政府・国会等への要請活動を
行ってきた。

①公選制から任命制へ
　この中での論点の一つである公選制の廃止
については、農業委員会制度が公選制による
地域の「代表制」を基本に、60 年以上にわたっ
てその役割・機能を発揮してきた実態を反映
して、農業委員会の組織討議の結果（平成
26 年 5 月 21 日・全国農業会議所「農業委員
会の改革に向けた組織討議と意見の集約の結
果について」）においても、「公選制を維持す
べき」との意見が 81．5％と高い割合を占め
ることになった。農業委員会からの意見は、
「制度改正によって、地域に根ざした農業委
員としての自信と誇り、責任ある取り組みが
後退するようなことがあってはならない」と
して、農業委員会活動の基盤である「地域の
信任を得た農業者の公的な代表」としての位
置づけを制度的に担保することを強く求める
ものであった。
　このことから、公選制から任命制への移行
について、平成 26 年 12 月開催の全国農業委
員会代表者集会での農業委員会組織・制度見
直しに関する要請決議において、「農業委員
が現場で活動し成果を得るためには、地域の
『代表』として選ばれ、地域から信任を得て
いることを制度的に担保する必要がある。そ
のため、現行の公選制による取り組みに留意
した市町村内の地域の農業者からの推薦を基
本とした透明性のある手続きにより『代表制』
を確保すること」を求めた。このほか、「農
業委員の過半は認定農業者」とする規定の弾
力的な運用、農業委員への女性・青年の積極
的な登用に向けた仕組み、利害関係を有しな
い者の選定方法、等についても現場の実態に
即した具体的な方向付けが行えるような措置
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が必要であるとした。
　国会審議の場でも、参考人陳述を含め、農
業委員の選出方法が市町村長の「任命制」に
変更することについて、地域の農業者の「代
表制」の担保や農業委員の独立性の確保、市
町村長の恣意的な選任を防ぐプロセスなどを
求める意見が出された。また、公選制廃止の
理由や農業委員の選出の具体的な手続き、農
業委員としての人材確保に向けた対策なども
議論の俎上にのぼった。
　これらの議論を通じて、衆・参両院の農林
水産委員会の附帯決議の中で、「公共性の高
い農地の集約や権利移動に関する農業委員会
の決定は、高い中立性と地域からの厚い信頼
を必要とすることに鑑み、農業委員の公選制
の廃止に当たっては、地域の代表性が堅持さ
れるよう十分配慮すること」の事項が盛り込
まれるとともに、農業委員の選任方法におけ
る推薦・募集の実施、認定農業者過半の例外
規定、年齢・性別等に著しい偏りが生じない
ような配慮規定、といった制度的な措置が講
じられることになった。

②農業委員と推進委員の連携
　もう一つの論点は、農地利用最適化推進委
員の新設に伴う農業委員と推進委員の定数確
保とその役割についてである。
　農業委員会の現場では、平成の市町村合併
により農業委員の数が合併前の 5万 6千人か
ら 3万 6千人にまで減少したことから、農地
の確保・有効利用をさらに進めるために、い
かにマンパワーの強化を図り、活動の効率化
を図っていくかが課題とされてきた。農業委
員会組織による「農業委員会の改革に向けた
組織討議」では、「農業委員 1人が果たし得
る農地面積は都府県平均で 98.6㌶」との意見
集約がなされ、推進委員の定数は、概ね 1人
当たり 100㌶を基準にすることが求められ、
改正法による推進委員の定数もそれを踏まえ
た形で法定化されることになった。
　一方で、農業委員と推進委員との関係につ
いては、身分は特別職の地方公務員として同
じだが、役割・機能の明確化と農地利用の最
適化に向けた一体的な取り組み体制をどう構
築するかが課題となった。国会の審議のなか

 図 3　農業委員と推進委員の選任方法
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委員定 の

１ 農業者の が 以 の農業委員会、 推進委員 委嘱 る農業委員会 １

、農地 が 以 の農業委員会 推進委員 委嘱 ない農業委員会

１ 以 の農業委員会 推進委員 委嘱 る農業委員会 １

推進委員 委嘱 ない農業委員会

農業者の が 、 、 推進委員 委嘱 る農業委員会
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（図 ）農業委員 推進委員の 任

農 ー ー な農業委員会 が　※農林水産省「新たな農業委員会制度が始まります」
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でも、「推進委員が地域から常に尊敬と信頼
が得られ、農業委員とともに誇りを持って活
動するための環境整備、農業委員と推進委員
の一体的な業務推進が必要であること」につ
いての言及がなされた。農業委員会の現場か
らは、「農業委員は審議・決定、推進委員は
現場活動」といった形で役割を区分すること
については違和感があり、農業委員も許認可
業務に限らず、農地利用の最適化業務につい
ても推進委員と一緒になって現場に足を運
び、責任をもって対処することが農業委員会
全体の活動強化につながるとの意見が多く出
された。こうしたことから、現在、新制度に
移行した農業委員会においては、農業委員と
推進委員との連携、一体的な業務推進に向け
た運営体制の構築に苦心している状況にある。
③「意見の公表、建議、諮問答申」の規定の
削除
　3つ目の論点は、農業委員会制度における
「意見の公表、建議、諮問答申」の機能につ
いて、「法的根拠がなくても行える」として
法律の規定から削除するとしたことである。
　農業委員会組織では、農業者の公的な代表
として、不特定多数の農業者の声を汲み上げ
て農業政策・施策に反映させ、行政と農業者
が一体となってその推進を図ることについて
の誇りと自負があり、農業委員会制度の根幹
として受け止められてきた。とりわけ、農地
行政の推進は、「地域の理解と協力」が不可
欠であり、現場からのボトムアップの政策展
開が重視されてきた。
　このため、「意見の公表、建議、諮問答申」
の規定の「削除」は、「下から」の農業政策
を重視して創設された農業委員会制度の根幹

を揺るがすことになるとして強い反発の声が
上がった。また、商工会議所法での商工事業
者の代表機能としての商工会議所による「意
見の公表、国会・行政庁への具申・建議、諮
問答申」の規定やフランスの農業者の代表で
組織する農業会議所においても「行政に対す
る諮問機能」が法律上規定されていることか
ら、日本における農業者の代表としての農業
委員会組織の「意見の公表、建議、諮問答申」
の法制上の機能を維持することについての必
要性が強く求められてきた。
　今回の改正では、旧法第 6条第 3項の「意
見の公表、建議、諮問答申」は削除されたが、
新たに「関係行政機関に対する意見の提出」
が法律に規定（法第 38 条第 1項、第 53 条第
1項）された。農業委員会及び農業委員会ネッ
トワーク機構が業務の実施を通じて得られた
知見に基づき、「農地等利用最適化推進施策
の改善について具体的な意見を提出しなけれ
ばならない」としたうえで、行政機関に対し
て、「推進施策の企画立案、実施に当たって
提出された意見を考慮しなければならない」
（法第 38 条第 2 項、第 53 条第 2 項）として
いる。旧法の意見の公表、建議等については、
「・・・意見を公表し建議し、又はその諮問
に応じて答申することができる」との規定で
あり、それを受ける関係行政機関等の考慮規
定は措置されていなかった。新法では「・・・
意見を提出しなければならない」とした上で、
提出された意見に対する関係行政機関の考慮
規定が盛り込まれている。これらの措置は、
農業委員会組織の現場活動を通じた農地利用
等の推進施策に関する意見がより重視された
ものであり、その責任を重く受け止める必要
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がある。
　参議院・農林水産委員会の付帯決議では、
「農業委員会及び農業委員会ネットワーク機
構が関係行政機関に対し提出する意見におい
て、農地等の利用の最適化の推進に関する施
策に関する農業・農村の問題を幅広くくみ上
げた現場の意見が反映されるようにするこ
と」としている。複雑に絡み合う農業・農村
現場の諸々の問題を解決するため、これまで
以上に地域に根ざした活動と意見の積み上げ
を行い、農政への反映を目指す取り組みが重
要になっていると言える。

3．農地利用最適化推進委員の制度と活動
（1）推進委員制度の概要

　これまで農業委員は、農業委員会としての
許認可等の決定行為と、各地区での農地利用
調整等の活動、の二つの役割を果たしてきた。
推進委員の新設は、農地利用の最適化の推進
に向けて農業委員会における地域での現場活
動をより充実し強化する狙いがある。
　このため、農業委員会は、「農地等の利用
の最適化の推進に熱意と見識を有する者のう
ちから推進委員を委嘱しなければならない」
（法第 17 条第 1項）とし、農業委員と推進委
員の兼任は禁じている。ただし、農地面積が
少なく農業委員会の設置自体が義務づけられ
ていない市町村（区域内の農地面積が北海道
800㌶、都府県 200㌶を超えない市町村）と、
農地等の利用の最適化の推進が十分進んでい
る市町村については、あえて推進委員を設置
しなくても効率的な事務の実施に支障がない
ことから、推進委員を委嘱しなくても良いこ
ととしている。

　このうち、農地等の利用の最適化の推進が
十分進んでいる市町村の基準は、①市町村の
区域内の遊休農地面積（農地法第 32 条第 1
項各号のいずれかに該当する農地）の割合が
1％以下、②認定農業者その他の担い手（認
定就農者、基本構想水準到達者、特定農業団
体及び集落営農組織）に対する農地の集約化
率が 70％以上、のいずれにも該当すること
としている。該当市町村については農林水産
大臣が公告することとされ、その内容につい
ては毎年 1回秋に見直すこととしている。な
お、委員の任期途中に当該基準を満たさなく
なった場合であっても当該委員の任期満了ま
では引き続き推進委員を委嘱しないで良いこ
とになっている。また、推進委員を委嘱しな
いこととした農業委員会については、農地利
用の最適化推進に関する事務について各農業
委員が担当する区域を定めて実施することに
なっている。
　推進委員の定数は、「農地等として利用す
べき土地の農業上の利用並びに農地等の利用
の効率化及び高度化の状況その他の事情を考
慮して政令で定める基準に従い条例で定め
る」（法第 18 条第 2項）とし、政令で定める
基準は、「農業委員会の区域内の農地面積（単
位は㌶）を 100 で割った数（1未満の端数は
切り上げ）以下」と定められている。例えば、
農業委員会の管内の農地面積が 5,230㌶とし
た場合、100 で割ると 52.3 となり、1未満の
端数を切り上げて 53 人が推進委員の定数の
上限となり、その範囲内で定数条例を定める
こととなる。この 100㌶に対して推進委員 1
人以下という数字は、前述した全国農業会議
所の組織検討の結果による「農業委員会が地
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域の農業・農地に十分な責任を果たしうる活
動をするための一人当たりの農地面積の都府
県の平均が約 100㌶」であったこと、また、「農
協・農業委員会等に関する改革の推進につい
て（平成 26 年 6 月与党取りまとめ）」におい
て、推進委員の定数は農地の利用調整の単位
となる地域の数に応じた数とすべきとされた
ことを踏まえたものである。
　選任方法については、手続きの主体が農業
委員の場合は市町村長、推進委員の場合は農
業委員会ということと、農業委員については
市町村議会の同意が必要ということの違いは
あるが、それ以外の推薦・募集の実施、推薦・
募集の情報の整理・公表、推薦・募集の結果
の尊重、の手続きは共通している。この推薦・
公募の手続きは農業委員と推進委員と同時に
行うことも可能になっているが、推進委員の
場合は、農業委員会が各推進委員の担当区域
を定めて（法第 17 条第 2項）、該当区域ごと
に推薦・募集（法第 19 条第 1 項）を行う必
要がある。なお、これらの推進委員の推薦・
募集の手続きは任期満了前の農業委員会が行
うこととなるが、推進委員の委嘱は新たに任
命された農業委員で構成する農業委員会が行
うことになる。
　推進委員の身分は、農業委員と同様に非常
勤（法第 18 条第 1項）の地方公務員であり、
地方公務員法上の特別職地方公務員というこ
とになる。任期は農業委員の任期満了の日ま
でとなっている。
　この他、推進委員の就任後の身分に関する
こととして、農業委員と同様に、解職、失職、
辞任、秘密保持義務が規定されている。
　推進委員の活動については、法第 17 条第

3 項により、「農業委員会が定めた区域内の
農地等の利用の最適化の推進のための活動を
行う。」とし、最適化推進の指針が定められ
ている場合は「当該指針に従って行わなけれ
ばならない。」（同第 4項）、「活動を行うに当
たっては、農地中間管理機構との連携に努め
なければならない。」（同第5項）とされている。
　具体的には、担当区域において、①人・農
地プランなど地域の農業者の話し合いの推
進、②農地の出し手・受け手へのアプローチ
による農地利用の集積・集約化を推進、③遊
休農地の発生防止・解消の推進、といった現
場活動を行い、その際に、農地中間管理機構
との連携により担い手への農地の利用集積を
図っていくことが期待されている。
　また、農業委員会は、管内全体の農地利用
の最適化推進の公正な実施と各地区での推進
委員の活動の整合性を確保するため、「農地
等の利用の最適化の推進に関する指針」を定
めるよう努めなければならない（法第 7条第
1項）とし、推進委員は指針に従って活動し
なければならない（法第 17 条第 4 項）とさ
れている。さらに、農業委員会が指針を策定
（又は変更）するときは、推進委員の意見を
聴かなければならないとされている（法第 7
条第 2項）。具体的な「指針」の内容としては、
①遊休農地の解消目標と発生防止・解消の具
体的な推進方法、②担い手への農地利用集積
目標と農地利用の集積・集約化に向けた具体
的な推進方法、③新規参入の促進目標と具体
的な推進方法、の 3つの事項を定めることに
なっている。全国農業会議所では、平成 28
年 9 月に「指針の策定のための参考例」を示
して推進を図っているが、その中で、①農地
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利用の最適化に関する目標は平成 35 年を目
標とし農業委員及び推進委員の改選期の 3年
ごとに検証・見直しを行うこと、②目標設定
に際して都道府県、市町村及び関係団体と調
整し一体的な運動として取り組めるよう配慮
すること、③農業委員会の管内の地域の状況
（平地農業地域、中山間地域、等）を踏まえた
指針の策定、等を留意事項としてあげている。
　指針の策定時期は、推進委員を委嘱する農
業委員会の場合は推進委員の委嘱後速やか
に、推進委員を委嘱しないことができる農業
委員会の場合は任命制による農業委員の就任
後速やかに定めることが適当とされている。
　一方、農業委員会の総会又は部会は、「推
進委員に対していつでもその活動について報
告を求める」ことができ、「推進委員はその
担当する区域内における農地等の利用の最適
化の推進について総会又は部会の会議に出席
して意見を述べることができる」（法第 29 条）
ことになっている。

（2）推進委員の活動

　前述したように、推進委員は、農業委員会
が行う農地等の利用の最適化の推進のための
業務を担当区域で中心的に担うことになる。
農林水産省は、ホームページ上で「農地利用
最適化推進委員の皆様にお願いしたいこと」
と題して、推進委員の役割と現場活動に際し
ての留意事項を掲載（平成 29 年 1 月）して
啓発を図っている。その中で、推進委員の重
要な役割として、①農地の有効利用の意義・
重要性を地域に伝えること、②農地の遊休化
を防止すること、③新規参入を促進すること、
の 3点をあげたうえで、「お願いしたいこと」

として、次の 10 項目について活動のポイン
ト等の説明を加えている。
○人・農地のマッチングをお願いします！
○まずは世間話からでかまいません。少し
ずつ農業者の相談に乗って下さい！
○集落・地域での話し合いに積極的に参加
して下さい！
○日頃から、農地の出し手や受け手の意向
などの情報収集が重要です！
○農地に対する意向を記載した地図を話し
合いで活用することが効果的です！
○農地の集積・集約化には、農地中間管理
機構との連携が最も効果的です！
○遊休農地の発生防止・解消も必須の業務
です！
○地域で中心となる担い手の発掘・育成と
新たな担い手を確保して下さい！
○農業委員との連携が重要です！
○人・農地問題の解決に向けた中心的な役
割を果たす上で大切なこと！

　この文書のタイトルは、「農地利用最適化
推進委員の皆様にお願いしたいこと」だが、
内容はまさに、「農地利用の最適化」の推進
に当たって「農業委員会の皆様にお願いした
いこと」が記述されている。
　改正法により推進委員を委嘱する農業委員
会は農業委員の数が半減となることから、農
業委員と推進委員の二人三脚の体制によりマ
ンパワーの確保を図ることが不可欠となって
いる。同時に、農地利用の最適化推進をはじ
めとする所掌事務の実施や関係行政機関等に
対する意見の提出などについて農業委員会の
機能を最大限に発揮し具体的な成果をあげる
ためには、農業委員と推進委員の密接な連携
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と協力体制を構築する必要がある。このため、
各地区単位で農業委員と推進委員でチームを
編成するなどの体制を整備して、農業・農村
現場での「人と農地」に関する実態の把握、
農業の振興に関する情報の提供や相談活動な
どを進めることが重要になっている。上記の
農林水産省のホームページの文中の“農業委
員との連携が重要です！”の中でも、「農地
利用の最適化の推進の成果をあげるために
は、農業委員と推進委員が密接に連携し、そ
れぞれの使命を十分に果たしていくととも
に、二人三脚でその推進に取り組みことが重
要です」、「農業委員会の機能を最大限に発揮
するため、農業委員にも農地パトロールや個
別相談といった現場活動に積極的に出向いて
もらい、その際、農業委員と推進委員がチー

ムを組んで実施するなど、協力して取り組ん
で下さい」として、農業委員と推進委員の連
携による推進を呼びかけている。また、“農
地の集積・集約化には、農地中間管理機構と
の連携が最も効果的です！”として、「農地
の出し手に農地中間管理機構を PRし受け手
の条件に合う農地の掘り起こしを行って下さ
い」としている。
　新たに農業委員や推進委員になった人たち
は、農業委員の経験者もいるが、多くははじ
めて農業委員会の許認可業務や農地利用調整
等の業務に関わる人たちである。「農地利用
の最適化」に向けた現場活動を適切かつ適正
に行うためには、農地関係制度やその仕組み、
これまでの取り組みの経緯、現状の課題や対
応方向についての知識と情報を得ておく必要

 図 4　農業委員と農地利用最適化推進委員、農地中間管理機構の連携

- -

（図 ）農業委員 農地利用最適化推進委員、農地 機構の

農 ー ー な農業委員会 が
　※農林水産省「新たな農業委員会制度が始まります」
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がある。また、農業委員と推進委員は現場活
動のなかで、さまざまな意見や質問等も受け
ることになる。
　このため、農業委員会として、毎月の総会
等にあわせ、農業委員及び推進委員としての
知識習得や資質向上のための研修会や勉強会
を計画的に実施することが必要となる。全国
農業会議所でも「農地利用最適化推進マニュ
アル」の発刊や全国農業新聞の掲載記事等に
より農業委員会の現場での農地利用の最適化
の取り組みを推進している。農業委員会と農
業委員会ネットワーク機構である都道府県農
業会議・全国農業会議所が連携してこれらの
啓発資料を活用した周知活動を図り、地域で
の農業委員と推進委員の活動に反映させてい
くことが重要になっていると言える。
　担当区域における「農地利用の最適化」の
具体的な活動は、農業委員会が策定する「農
地等の利用の最適化の推進に関する指針」に
従って行うこととなるが、その流れを整理す

ると以下のようになる。

4．農業委員会の新制度への移行の状況

　農業委員会の新制度への移行は、平成 28
年12月31日現在で265委員会となっている。
新制度に移行した農業委員会の概要を、全国
農業会議所の調査結果「改正農業委員会法に
基づく農業委員会の体制（平成 28 年 12 月
31 日現在）」をもとに見てみよう。
　農業委員数3,679人、推進委員数3,441人で、
その総数は 7,120 人となっている。旧体制の
農業委員数 5,749 人に対し 1,371 人の増で
23.8％の増加率となっている。なお、平成 28
年 12 月 31 日までに新制度に移行した 265 農
業委員会のうち、推進委員を委嘱している農
業委員会は 249 委員会である。
　女性の委員については、農業委員 478 人、
推進委員 54 人。前述したように推進委員を
委嘱する農業委員会では農業委員の定数が
半減となるが、女性の農業委員数は旧体制
405 人に対し 19 人増（増加率 4.7％）となっ
ている。
　農業委員、推進委員の年代別の構成比（表
1）をみると、両委員とも 60 歳代が過半数を
占めるが、農業委員については旧体制と比較
して 70 歳代が減少し 50 歳代以下が増加の傾

①人・農地プランなど、地域の農業者等の話し合いを推進

⇨「人・農地プラン」の作成・見直しにあたって、地区の話し合いへの参画・リード役
＝農業委員会事務局、担当部局の事前準備・調整が重要
＝人と農地のマッチングのための地域での徹底した話し合い

②農地の出し手・受け手へのアプローチを行い、農地利用の集積・集約化を推進

⇨ 今後の農地利用の意向把握を通じて、受け手（借り手）に結び付ける
＝地域の農地の出し手と受け手の情報の収集
＝農地利用の現状とあり方について地図を活用して検討
＝農地利用意向調査該当者に直接出向く

③遊休農地の発生防止・解消を推進

⇨ 農地の利用状況調査、利用意向調査の計画的実施
＝	担当区域内での日常的な農地パトロール等による不断の農地利用
状況チェック
＝遊休農地の利用意向を含めた相談活動

④農業委員会と農地中間管理機構と密接な連携と事業の積極的な活用

⇨ 機構コーディネーターと農業委員・推進委員との定期的な連絡会議
等の開催
受け手・出し手への農地中間管理事業の活用の働きかけ
＝日常的な情報交換・共有を通じた課題の把握と推進の強化
＝農地中間管理事業の周知活動と活用促進

⑤新規参入の支援活動

⇨ 新規就農、企業の農業参入の支援
＝ 	I ターン・Jターン等の新規就農希望者と地域との架け橋、世話役
活動
＝企業参入に際しての地域との調和のための支援・調整

○農業委員の年代別構成比
　年　代 30歳代以下 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上
新体制の構成比（％） 1.7 4.8 17.9 58.9 16.7
旧体制の構成比（％） 0.3 2.2 14.9 58.6 23.9
　増　減（％） 1.4 2.6 3.0 0.2 △ 7.2

○推進委員の年代別構成比
　年　代 30歳代以下 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上
構成比（％） 2.1 5.3 15.4 61.4 15.9

表 1　農業委員・推進委員の年齢別構成
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向にある。推進委員も農業委員と同様の構成
比だが、30 歳代以下、40 歳代を見ると農業
委員に比べ若干だが構成比が高く若い人が多
くなっている。
　一方、どのような人が農業委員、推進委員
になっているかを農業委員会の割合でみる
と、農業委員の場合は、農業委員経験者と認
定農業者が就任している農業委員会がそれぞ
れ 95％以上を占め、続いて元公務員が就任
している農業委員会 65.3％、元農業団体職員
が就任している農業委員会 44.5％、その他
42.6％（農業者、元会社員、自営業、農業団
体役員、等が就任）。利害関係を有しない農
業委員については、元公務員が就任している
農業委員会が 30.9％で最も多く、元農業団体
職員 9.8％、商工業事業者 7.5％となっている。
弁護士、司法書士、税理士、行政書士のいわ
ゆる士業の人が農業委員となっている農業委
員会も 23 委員会となっている。
　推進委員の場合は、農業委員経験者が委嘱
されている農業委員会が 81.5％と最も多く、
続いて認定農業者が委嘱されている農業委員
会が 72.3％、元公務員が委嘱されている農業
委員会 48.2％、元農業団体職員が委嘱されて
いる農業委員会 32.5％、その他 35.7％（農業
者、、元会社員、自営業、等が就任）となっ
ている。
　推薦母体については、農業委員の場合は、
地区・自治会が 63.4％と最も多く、農業者
（50.2％）、農協（50.2％）、営農組合・生産組
合（26.8％）、土地改良区（24.9％）となって
いる。推進委員の場合も、地区・自治会が
60.6％と最も多く、農業者（43.4％）、営農組
合・生産組合（17.7％）、農協（10.0％）、土

地改良区（8.0％）となっている。
　このほか、定数を上回る推薦・公募があっ
た場合の対応については、農業委員の場合は、
「選考委員会や評価委員会を組織し同委員会
の協議を踏まえて選出」する農業委員会が
90.6％と圧倒的に多く、それに次ぐ「推薦を
受けた者及び応募した者からの意見聴取」は
7.0％となっている。推進委員では、「選考委
員化や評価委員会を組織し同委員会の協議を
踏まえて選出」する農業委員会が 54.1％、次
いで「現行農業委員からの意見聴取」28.4％
となっている。逆に、定数を下回った場合は
「推薦・公募期間の延長」、「関係団体への働
きかけ」を行うとしている。
　農業委員と推進委員の報酬について、新制
度へ移行した月額支給の農業委員会の平均で
みると、農業委員が月額 31,737 円、推進委
員が 26,522 円となっている。農業委員会の
現場活動重視の観点から、主に農業委員の総
会等における許認可の議決権行使の関係部分
を除いては農業委員と推進委員との報酬に大
きな差をつけない状況がうかがえる。
　次に、28 年 4 月 1 日に新体制に移行した
農業委員会での具体的な新体制移行の手続き
の経過を整理するとおおよそ次のような流れ
になる。
　平成 27 年 10 ～ 11 月
　　○	農業委員及び農地利用最適化推進委員

の定数条例、報酬条例等の改正につい
て農業委員会及び市当局で協議・調整。

　平成 27 年 12 月
　　○	議会に条例改正案を審議・決定
　平成 27 年 12 月中旬～ 28 年 2 月
　　○	集落代表者の集まりや農業団体への説
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明、協力要請を行うとともに農業委員・
推進委員の推薦・募集期間（概ね 1ヶ
月）を設定し推薦・募集の実施

　　○	農業委員、推進委員の推薦・募集の中
間状況公表

　　○農業委員、推進委員の候補者の公表
　　○	農業委員、推進委員について選考委員

会等での選考手続きの実施
　　○	農業委員、推進委員について候補者の

決定
　平成 28 年 2 月下旬～ 3月
　　○	市町村長が農業委員の任命についての

議会同意の手続き
　　○議会同意
　平成 28 年 4 月
　　○市町村長による農業委員の任命
　　○農業委員会による推進委員の委嘱

5．農業委員会の農地利用最適化の推進
体制と活動

　農地利用の最適化、とりわけ担い手への農
地利用集積を推進していくためのプロセスと
して地域での合意形成の取り組みが大切であ
り、農業委員会の果たす役割が大きく期待さ
れている。地域に根ざして農業現場の意見を
汲み上げ、話し合いをリードする農業委員、
推進委員の活動を強化するための推進体制の
構築が重要な課題となる。
　ここでは、新制度へ移行した農業委員会に
おける農地利用最適化の取り組みについて、
平成 28 年 12 月 1 日開催の全国農業委員会代
表者集会のパネルデイスカッションでの報告
や全国農業新聞に掲載された事例をもとに紹

介していくこととする。
　取り組みの状況を概観すると、農業委員と
推進委員の連携と一体的な業務推進、そのた
めの体制づくりに色々と知恵をしぼっている
ことがうかがえる。具体的には、農業委員と
推進委員の全体会議や地区別会議の設定、農
業委員と推進委員のペアによる農地パトロー
ル等の実施である。また、担い手への農地利
用集積に向けた農地中間管理事業との連携も
強く意識されている。農地利用の最適化に関
する活動については、新制度移行後間もない
ということもあって、①農地の利用状況調査
の実施、②農地の利用意向調査の実施、③農
地等の利用の最適化に関する指針の策定、④
農地中間管理機構との連絡調整、が中心に
なっている。
　岩手県北上市農業委員会は、旧体制の農業
委員 36 人に対し新体制は農業委員 19 人、推
進委員30人で総数49人。新体制移行の中で、
農業委員と推進委員の連携体制として、全体
会議、代表者会議、地区会議の 3つの会議を
設置している。
　全体会議は農業委員と推進委員全員が一堂
に会しての情報交換（年 2回開催）、代表者
会議は農業委員の役員 5名と推進委員の代表
6名が市全体としての活動の協議（年 3～ 4
回開催）、地区会議は市内 6地区（地区ごと
に農業委員と推進委員を 6～ 11 名配置）の
課題の整理と活動の協議（年数回開催）、と
それぞれ農地利用の最適化の推進のための機
能を担っている。新体制の下での推進委員の
本格的な活動は、①昨年 7月に全員が担当地
区内の農地の利用状況と遊休農地の所在を確
認し地図上への落とし込みを実施、② 8月の
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代表者会議でその結果の確認と今後の取り組
みを協議、③ 9月に農業委員と推進委員、事
務局が合同で市内全域を対象にしたパトロー
ルを実施、④ 11 月～今年 1月に遊休農地所
有者等の農地の利用意向調査を実施、といっ
た流れで進められている。また、同委員会で
は、農地中間管理事業を活用した農地利用集
積について、市の農林部と県農業公社（農地
中間管理機構）の農地コーデイネーターから
提供される情報と推進委員を中心としたを現
場活動の結果を踏まえて地区会議で対応を検
討し、地域の認定農業者等の担い手への打診
等のマッチング活動を進めている。今後の課
題として、代表者会議、地区会議の機能強化
とともに、農業委員及び推進委員の 7割が農
業委員未経験者であることから農地法等の専
門知識や相談活動のノウハウの習得をあげて

いる。
　栃木県の栃木市農業委員会は、旧体制の農
業委員 38 人に対し新体制は農業委員 25 人、
推進委員 78 人で総数 103 人。農地利用の最
適化の取り組みのために、合併前の旧市町村
単位に選出された 7人の農業委員をメンバー
とする農地利用最適化委員会を新たに設置
し、農地パトロールや遊休農地の解消対策、
推進委員と連携した活動などを協議するとと
もに、地域の推進委員との連絡調整などを行
う体制を整備している。また、推進委員によ
る担当区域の農家の戸別訪問は全戸を対象と
した農地の利用意向調査を実施し利用調整活
動に結び付けることにしている。遊休農地の
非農地判断の現地調査は農地利用最適化委員
会の農業委員と推進委員により実施すること
にしている。																						

図 5　農業委員と農地利用最適化推進委員の連携体制（北上市農業委員会）

- -

（図 ）農業委員 農地利用最適化推進委員の 体 （ 市農業委員会）
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　福岡県の糸島市農業委員会は、旧体制の農
業委員 28 人に対し新体制は農業委員 19 人、
推進委員 34 人で総数 53 人。農業委員と推進
委員の全員が参加して協議・決定する機関と
して「農地利用最適化推進会議」を発足させ
ている。第 1回の推進会議で「農地利用最適
化推進会議要領」を制定し意思決定のプロセ
スの明確化を図るとともに、「農地等の利用
の最適化の推進に関する指針」の策定、「農
地移動適正化あっせん事業実施要領」の改正、
についての決定を行っている。担い手への農
地利用集積のためのあっせん活動や農地利用
状況調査の実施にあたっては、農業委員と推
進委員がペアを組んで活動することとしてい
る。このため、あっせんに関する議案審議の
ための総会には推進委員も出席し意見を述べ
ることになっている。新規就農の支援でも、
各地区において農業委員と推進委員が新規就
農者と深く関わり農地の確保のための仲介役
を果たすとともに日常的に営農に関する助言
や支援を行う体制をつくっている。
　京都府の京丹後市農業委員会は平成 28 年
7 月新体制に移行。農業委員 19 人、推進委
員 36 人。10 月に「最適化推進施策の改善に
関する意見」の提出を行い、11 月に「最適
化推進指針」を策定し担当地区ごとの農地集
積と遊休農地解消の目標を設定。地域の「人
と農地」の状況を踏まえた推進を図るため、
旧 6町ごとに農業委員と推進委員で構成する
「地域会議」を設置して対策を検討。具体的
には、利用状況調査の結果をもとに、担当地
区の推進委員による利用意向調査を行うとと
もに、地域の農業者や住民からの担い手の確
保や地域農業の将来像についての聞き取りを

実施している。
　神奈川県海老名市農業委員会は、農業委員、
農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局、
市の 4者で農地パトロール（利用状況調査と
荒廃農地調査の合同実施）を実施。調査は、
2段階に分けて、第 1段階は、農業委員と推
進委員が担当地区内の全農地を予備調査し荒
廃化の疑いのある農地を把握。第 2段階とし
て、①予備調査の結果をもとに荒廃農地の発
生状況をとりまとめ	→	②市内を 4つ区分し
農業委員と推進委員を 4班に編成	→	③担当
委員と事務局、市で再度の現地調査	→	④調
査結果を踏まえ再生可能か否かの判断、再生
のための対策等を検討	→	⑤遊休農地の所有
者等への指導文書の発出、の一連の取り組み
を実施。調査結果から、荒廃の原因として非
農家や市外在住者に相続され管理がされなく
なったり、相続で所有者が共有名義になり明
確な管理者がいなくなり荒廃化が進むケース
などが浮き彫りになっている。
　千葉県芝山町農業委員会は、農業委員 13
人、推進委員 7人。推進委員の地区割りを考
えるにあたり、地域の行事で交流の深い地区
をベースに農地面積の均衡を図り 7つに区分
け。農業委員と推進委員の相互連携により町
内をくまなく把握できる体制を整備。推進委
員については、その経験を生かし将来は農業
委員としての活躍も期待されている。

6．農地中間管理事業との連携による農
地利用集積の推進

　平成 27 年度農地中間管理事業の実績等を
みると、担い手の農地利用面積（農地中間管

改正農業委員会法の施行と農地利用の最適化の推進 119



理機構の活用以外を含む）は 8万㌶増加。政
策目標（年間 14 万㌶）の約 6割となっている。
担い手の農地利用面積（ストック）は 235 万
㌶、前年度対比 8万㌶増で全体の農地面積に
占める割合は 52.3％となっている。
　この中で、農地中間管理機構の活用による
担い手への農地の新規集積面積は 26,715㌶
（前年度：7,349㌶）、農地中間管理機構の転
貸面積は 76,864㌶（前年度：23,896㌶）、と
いずれも初年度より取り扱い面積を大きく伸
ばしている。
　平成 28 年度からは、改正農業委員会法を
踏まえた農業委員会の農地利用最適化の取り
組みの推進、特に、農地利用最適化推進委員
の活動強化による農地中間管理事業の活用の
さらなる推進が求められている。また、農地
中間管理機構への農地貸付のインセンテイブ
強化として、28 年度税制改正による遊休農
地の課税強化と農地中間管理機構に貸し付け
た農地の課税軽減の措置も講じられている
が、これも農業委員会による遊休農地所有者
等に対する利用意向調査の実施と農地中間管
理権の取得に関する協議勧告の取り組みが前
提となっている。
　担い手への農地利用集積の推進にあたっ
て、画期的な特効薬があるわけではない。地
域における話し合い、合意形成の地道な取り
組み、それによる当事者意識の醸成が基本で
あることは今日も変わりはない。それを担う
のが農業委員と推進委員であることも変わり
はない。農業者の高齢化や担い手不足が進み、
不在村の農地所有者や相続未登記農地が増え
る中でその活動はより難しくなる状況にある
なかで、改めて、農業委員会による地域に根

ざした農地利用調整の活動が重要になってい
る。その場合、農地中間管理事業や改正農地
法による所有者不明農地の利用など、新たな
制度的な措置を有効に活用する必要がある。
農業委員会組織による農地中間管理事業を活
用した具体的な農地利用集積の取り組みを整
理すると次の点がポイントとなる。
○都道府県農業会議・市町村農業委員会とし
て、農地中間管理事業と関連施策についての
農業者等へのさらなる周知活動を実施する
こと。
○農地利用状況調査及び荒廃農地調査（8月
末頃まで）によって明らかにされた遊休農地
について、農地として活用すべきものと非農
地とするものとの仕分けを実施すること。
○荒廃農地調査で復元可能なA分類とされ
た遊休農地について、農地法 32 条に基づく
利用意向調査（11 月末までに調査票配布）
を実施し、農地中間管理機構への貸し付け希
望農地をリスト化すること。
○都道府県農業会議として、中間機構と協議・
連携の上で中間機構の公募に応じた借受希望
者と希望農地の面積等について関係農業委員
会に情報提供し、農業委員会総会又は農地部
会の場での公募による借受希望者及び希望農
地の内容等の周知を図ること。
○農業委員会は市町村、中間機構、農協等と
連携し、「地域における農業者等による協議
の場」を通じて、①中間機構に貸付を希望す
る復元可能な遊休農地に加え、②経営の廃止・
縮小を希望する高齢農家等の農地、③期間満
了を迎える利用権設定の農地、についてリス
ト化を行い、人・農地プランの作成・見直し
と併せて農地中間管理事業の活用を検討する
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こと。
○検討結果を踏まえて、①機構を活用して借
受希望者とのマッチングをすぐに行いたい事
案、及び②機構を活用して一定期間内にマッ
チングを行いたい事案について、農業委員会
として中間機構への利用権の設定のための市
町村長への「農用地利用集積計画」の要請（農
業経営基盤強化促進法第 15 条第 4 項）を行
うこと。
○このうち、機構を活用して借受希望者との
マッチングをすぐに行いたい事案については
市町村の「農用地利用配分計画（案）」の作
成にあたっての意見（中間管理事業法第 19
条第 3項）をいうこと。
○また、地域の農地の有効利用に向けて、農
地中間管理事業法の他に農業経営基盤強化促
進法第 18 条による認定農業者への利用権の
設定等及び農地法第 3条の権利移動、を適宜
適切に実施すること。
○なお、農地所有者等の所在不明の農地につ
いては、簡素化された都道府県知事の裁定に
よる利用権設定までのプロセスの制度を活用
し、①農業委員会による遊休農地等の所有者
等を確知することができないときの公示→②
農業委員会から中間機構への通知→③中間機
構による都道府県知事に対する利用権設定等
の裁定申請→④都道府県知事の裁定による農
地中間管理機構への利用権の設定、の手続き
を行うこと。

　現在、農地中間管理事業の推進を図るうえ
での大きな課題は、条件不利な中山間地域の
農地の利用集積の取り組みである。農業委員
会が行う農地利用状況調査と利用意向調査を

踏まえて農地中間管理機構への利用権設定を
希望しても中山間地域の耕作条件の悪い農地
などは借り受けてもらえないか、借り受け後
も転貸先がなかなか見つからないケースがあ
る。担い手の農地利用を現在の 5割から 8割
に伸ばすためには、耕作条件の悪い中山間地
域の農地の利用集積が必要であり、農地中間
管理機構による借り入れと地元負担のない圃
場整備事業をセットで進めることへの期待は
大きいものがある。全国農業委員会会長大会
での政策提案の中でも農地中間管理機能を最
大限に活用して簡易な基盤整備を含めた面的
な農地集積のための対策を求めてきている。
平成 29 年の通常国会には、農地中間管理機
構が借り入れている農地について、農業者の
申請によらず都道府県営事業として公共性・
公益性の担保を要件に農業者の費用負担や同
意を不要とする圃場整備事業の制度を創設す
る土地改良法改正案が提出されることになっ
ている。
　こうした制度的な措置をしっかりと活用し
農地の利用集積・集約化を進めるためにも農
業委員会組織と農地中間管理機構との具体的
な連携の手法を構築することが求められる。
岩手県では、農業委員会ネットワーク機構（岩
手県農業会議）と農地中間管理機構が連携し、
地域の農地の利用調整の推進役として期待さ
れる農業委員と推進委員、農地中間管理機構
の農地コーデイネーター（各地区に駐在）の
協力体制の強化を図っている。具体的には、
毎月開かれる中間機構の農地コーデイネー
ター会議で農業会議の職員が農業委員会から
収集した情報をつなぐほか、農業会議主催の
研修会での農業委員、推進委員、農地コーデ
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イネーターによる意見交換の場づくりを進め
ている。また、現場段階でも農業委員会の総
会を農地コーデイネーターが傍聴し、終了後
に農業委員、推進委員との意見交換を行う取
り組みも始まっている。農業委員会ネット
ワーク機構である都道府県農業会議が仲介役
になって、こうした農業委員及び推進委員と
農地中間管理機構の役職員等との連絡調整や
協力体制の構築を図ることが重要になって
いる。

　このほか、農地利用の最適化の推進の課題
として、①農地利用状況調査等の効率的な実
施、②相続未登記農地の利用促進、③第三者
への経営継承の推進、等があげられる。
　利用状況調査については、農業委員会の農
地台帳の一元管理を行う農地情報公開システ
ム「全国農地ナビ」の整備とそれによる地図
情報を活用した現場活動が重要になる。最近
では、農業委員会によるタブレット端末の導
入が進み、農地パトロール等に活用すること
で現場での利用状況調査や調査結果の整理・
分析に要する時間の短縮に役立っている。特
に、調査対象の農地の特定や利用状況のデー
タ化に大きな力を発揮している。将来的には、
森林化して徒歩での進入が困難な遊休農地の
調査にはドローンの活用との組み合わせも考
えていく必要があろう。
　相続未登記農地については、農林水産省が
農業委員会を通じて調査した結果（平成 28
年 8 月現在）、相続未登記農地 476,529㌶（う
ち、遊休農地 26,787㌶）、相続未登記の恐れ
のある農地 457,819 ㌶（うち、遊休農地
26,896㌶）、合計で 934,348㌶（うち、遊休農

地 53,683㌶）となっており、全体の農地面積
の 2割を占めている。こうした農地の利用権
設定のためには地道な相続人の探索作業が
必要だが、今後は農地法に基づく都道府県知
事の裁定・公告による農地中間管理権の取得
の手続きを積極的に活用することも必要と
なる。
　農地の有効利用のためには、農業経営の継
承者がいなかったり不足している農業者や農
業法人と新規就農希望者とのマッチングに
よる第三者への円滑な経営継承を推進する制
度的な仕組みを構築する必要がある。具体的
には、第三者経営継承希望者と新規就農希望
者の登録台帳の全国一元的な情報管理と情報
提供のシステム化、両者の引き合わせ・仲介
を行うコーデイネーターの育成・設置などで
ある。

7．おわりに

　農業委員会の組織・制度の根幹として重視
されてきたのは、農業者の公的な代表として
の性格であり、農業・農村の振興のために農
業者が自主的に考え、決定し、実践する取り
組みである。このことは今後とも変わらない
基本的な理念といえよう。農業改革はそこに
住んでそこで農業を営む人の理解と協力を得
るための「運動論」があって初めて実現する
ものである。
　特に、重要な農政課題となっている土地利
用型農業の構造政策は、農地利用計画図の作
成とそれをもとにした地域の農業者等の話し
合い活動が基本となる。農業・農村が大きな
変革の局面にある中で、農地中間管理事業を
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活用した担い手への農地利用集積や遊休農地
の発生防止・解消など、農業委員会はこれま
で以上に現場における「土地（農地）と人（担
い手・経営）」対策の強化を通じて地域農業
の維持・発展に寄与することが求められて
いる。
　そのためには、新たな制度による農業委員
会組織が、地域の農業者の信任を得て、「自
信と誇り」「やる気」「情熱」をもって、集落
を中心とする「地域の共同体」を支え、農地
利用の最適化の推進を柱とした役割・機能を
しっかりと果たし、目に見える成果をあげて
いく必要がある。併せて、農地情報公開シス
テム「全国農地ナビ」の適切な運用はもとよ
り、農地中間管理機構をはじめとする関係機
関・団体との連携による担い手への農地利用
集積の加速化のための全国的な運動の展開な
ど、農業委員会ネットワーク機構としての都
道府県農業会議、全国農業会議所の構造政策
推進のセンター機能の整備・強化も不可欠で
ある。																																																																			
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