担い手農業者等との意見交換の概要
日付

関係市町村
開催場所等

H27.04.06
倉敷市
～H27.04.10

会議等の名称

主な参加者

経営所得安定対策等の説明会 地区内農家、倉敷市、ＪＡ

機構の活動内容と主な意見等
制度説明及び情報交換

H27.04.28 倉敷市玉島

玉島北園芸協会もも部会

農家代表、ＪＡ、倉敷市、普及セ
ンタ－

・制度説明及び情報交換
・園地流動化のしくみ検討

H27.05.11 高梁市

担い手育成対策協議会

農業者代表、ＪＡ、高梁市、普及
センタ－

制度説明及び情報交換

H27.05.15 津山市、美咲
～H27.06.19 町、鏡野町

結果及び意見を踏まえた改善点等

定期的に検討会を開催
園地情報化システム構築計画

中山間地域直接支払制度説明
集落のリ－ダ－
会

・制度の概要説明
・今年度推進のお願い

地域毎の説明会を計画する

岡山市北区建部町法人化勉強
岡山市北区吉田地区担い手等
会

制度説明及び情報交換

地元の同意を得て法人化に向けた準備を
進めていく。

水稲講習会

地域の農家、ＪＡ

・制度の概要説明
・今年度推進のお願い

地域毎の説明会を計画する

H27.06.11 新見市

新見市法人化推進会議

農家代表、新見市、ＪＡ、県民
局、普及センター

・制度説明及び情報交換
・機構協力金の要件等検討

年度内法人化を目指す
機構事業への取組推進

H27.06.11 美咲町

多面的機能事業説明会

集落のリ－ダ－

・制度の概要説明
・今年度推進のお願い

希望集落での説明会を開催する

H27.06.17
ＪＡ津山管内
～H27.06.25

ＪＡ津山地域別総代説明会

ＪＡ津山総代

・制度の概要説明
・今年度推進のお願い

希望集落での説明会を開催する

H27.06.23
真庭市
～H27.07.03

人・農地プラン検討会

地域の農家、市

・制度の概要説明
・今年度推進のお願い

人農地プランの再検討を行う必要がある

H27.06.05 岡山市北区建部
H27.06.09
鏡野町
～H27.06.12

H27.07.08 笠岡市、井原市

井笠地域稲作経営体ネットワ 地区大規模稲作農家、集落営農組
－ク研修会
織、ＪＡ、市、普及センタ－

制度説明及び情報交換

H27.07.09 瀬戸内市

瀬戸内市大規模農家座談会

瀬戸内市大規模農家

制度説明及び情報交換

農家代表、市（支局）、ＪＡ、県
民局、普及センター普及センター

・制度説明及び情報交換
・機構協力金の要件等検討

H27.07.10 新見市哲西地区 新見市法人化推進会議

H27.07.15 総社市

H27.07.15

真庭市中和
津黒高原荘

吉備路水田農業大規模経営体 地区大規模稲作農家、集落営農組
ネットワ－ク研修会
織、ＪＡ、市、普及センタ－

制度説明及び情報交換

蒜山八束酪農振興協議会

・農地中間管理事業の活用について

八束地域酪農家

農地中間管理事業に関する基調講演
農業者等によるパネルディスカッション

H27.07.28 県内全域

年度内法人化を目指す
機構事業への取組推進

農地中間管理事業推進シンポ
県内農家、県、市町村、他
ジウム

など

・中山間地域では担い手が少ない。個人では限界がある。組織
化が必要。
・中間事業の周知が最も必要
・事務の簡素化が必要。
・市町村の窓口をもっと地区住民に分かりやすく。
・出し手の条件緩和が必要。
・農地の執着心の払拭が必要。など

耕作者集積協力金の活用について推進す
る

・更なる周知活動を行う。
・市町村委託を進め、丁寧な窓口対応に
努める。
・意見を踏まえ、事務処理の検討を行
う。
など

備

考

日付

関係市町村
開催場所等

H27.08.04
岡山市内
～H27.09.04

会議等の名称
岡山市人・農地プラン会議
（１３地区）

主な参加者

機構の活動内容と主な意見等

各地区農家、市役所

結果及び意見を踏まえた改善点等

制度説明及び情報交換

津山市
nosai津山水稲共済評価員研
H27.08.05 リージョンセン
共済評価員
修会
ター

・農地中間管理事業の活用について

広報誌等を利用して制度の周知を図る

H27.08.06 高梁市、新見市

高梁、新見地域集落営農研修 地区内農家、市、ＪＡ、県民局、
会
普及センター

・制度説明及び情報交換
・機構協力金の要件等検討

両地区協力して継続して研修会を計画

H27.08.07 津山市

中山間地直接支払制度平成２
７年度総会及び中間事業説明 地区の住民
会

・制度の概要説明
・今年度推進のお願い

希望集落での説明会を開催する

H27.08.17
美咲町
H27.08.18

中央ブドウ部会出荷会議
柵原ブドウ部会出荷会議

地域のブドウ農家

・制度の概要説明
・今年度推進のお願い

希望集落での説明会を開催する

H27.08.26 県内全域

大規模経営体育成講座

県内大規模農家、県、市

H27.08.27 矢掛町

集落営農対象機構事業事務協
営農組合、矢掛町
議

・制度説明及び情報交換
・機構協力金の要件等検討

年度内機構事業への取組推進

H27.09.03 矢掛町

集落営農対象機構事業事務協
営農組合、矢掛町
議

・制度説明及び情報交換
・機構協力金の要件等検討

年度内機構事業への取組協議

H27.09.04
津山市
H27.09.10

農地中間管理事業の推進につ
地域農家
いて

・制度の概要説明
・今年度推進のお願い

地域集積協力金の取り組みを進める

H27.09.11 玉野市

ほ場整備説明会

・制度説明及び情報交換

ほ場整備と合わせ、農地中間管理事業の
利用を推進していく。

H27.09.11 矢掛町

集落営農対象機構事業事務協
矢神毎戸組合、矢掛町
議

制度内容及び機構協力金の要件等検討

年度内機構事業への取組協議

H27.09.13 矢掛町

ほ場整備地区対象機構事業事 原地区組合、矢掛町、県（支
務協議
局）、普及センター

・制度説明及び情報交換
・機構協力金の要件等説明

H27.09.17 備前市他

東備水田農業ネットワーク研
大規模稲作農家
修会

制度説明及び情報交換

H27.09.17 矢掛町

集落営農対象機構事業事務協
スマートアグリ組合、矢掛町
議

制度内容及び機構協力金の要件等検討

H27.09.18 岡山市

岡山市第一・第二農業委員会
農業委員、農業委員会、市役所
説明会

制度説明及び情報交換

H27.09.18 笠岡市

大規模農家対象機構事業事務 大規模農家、笠岡市、普及セン
協議
ター

・制度説明及び情報交換
・機構協力金の要件等説明

H27.10.07 井原市

農業政策説明会

H27.10.14 岡山市

岡山市東区光津地区法人化検
市、ＪＡ岡山操南事業所
討会

他

ほ場整備地元受益者

大規模農家、井原市、JA、普及セ
ンター

・制度の概要説明
・農地中間管理事業の活用

・制度説明及び情報交換
・機構協力金の要件等説明
制度説明及び情報交換

等

年度内機構事業への取組協議

ほ場整備の必要性

備

考

日付

関係市町村
開催場所等

会議等の名称

主な参加者

機構の活動内容と主な意見等

H27.10.20 倉敷市

担い手育成総合支援協議会

大規模農家、倉敷市、JA、県民
局、普及センター

機構事業推進状況説明

H27.11.05 吉備中央町等

備前地域集落営農先進地視察
備前管内市町担当者、地元農家
研修

制度説明及び情報交換

H27.11.05 JA阿新草間支所 新見市草間地区協議

JA阿新（草間支所）、担い手農家

中間管理事業の概要説明

H27.11.12 岡山市

くだものづくり大会

果樹栽培農家。

制度説明及び意見交換

H27.11.18 美作地域

美作地域農地利用シンポジウ
地域農家、県、市町村
ム

担い

テクノサポート

・農地の有効利用について
・農地中間管理事業の活用について

・農地中間管理事業制度の一層のPRが必
要
・集落営農の法人化をすすめる

担い手農家、農水省、県、他

・農地中間管理事業の現状と課題について
・意見交換
・制度の周知が不足している
・事務手続きの簡素化が必要
・農地の出し手は物納を希望している

・意見等を踏まえ、対応を検討する。
・H28.4.1～物納を導入

新見市、JA阿新、認定農業者等

中間管理事業の概要説明

他

H27.11.30 岡山市

農林水産省経営局来岡
手意見交換

H28.01.07 JA阿新

JA阿新担い手説明会

H28.01.14 岡山市

平成２７年度大規模経営体育 農業法人、個人経営体、ＪＡ、市
成講座
町村 他

・水田農業の規模拡大
・農地中間管理事業を活用した規模拡大につい
て

H28.01.29 まなび広場新見 新見農と地域を考えるつどい

新見市、新見普及、JA阿新、新規
就農者、認定農業者、集落代表等

機構事業推進状況

H28.02.02 早島町役場

早島町、農業委員会、JA、農業
士、農家代表等

事業説明会

井原市、井笠普及、JA、新規就農
者、認定農業者、集落代表等

機構事業推進状況

H28.02.03

早島町人・農地プラン検討会

アクティブライ
井笠地域農業者のつどい
フ井原

結果及び意見を踏まえた改善点等

人・農地プラン見直し

備

考

日付

関係市町村
開催場所等

会議等の名称

主な参加者

機構の活動内容と主な意見等

結果及び意見を踏まえた改善点等

・農地中間管理事業に関する実施方法や課題等に関する
意見徴収及び交換

H28.02.03 岡山市

農業法人経営者、集落営農法人経
岡山県農地中間管理事業有識 営者、民間企業経営者、大学教
者会議
授、政策金融公庫職員、岡山県
他

H28.02.05 JA吉備路支店

吉備路大規模農家説明会

H28.02.15 岡山市

平成２７年度岡山県集落営農 集落営農組織、農業団体、ＪＡ、
推進大会
市町村、他
西地区良食味米部

農政局、県民局、普及センター、
倉敷市、総社市、JA、大規模農家
等

H28.02.29

ＪＡ岡山 高松営 ＪＡ岡山
農センター
会反省会

H28.03.04

ＪＡ岡山東佐伯 東備地域水田農業ネットワー
ＪＡ東岡山、稲作農家
支店
ク研修会

ＪＡ岡山、稲作農家

○主な意見
・力を蓄えた地域農業と、同居する形で企業が参入する ○貸借期間の短縮や、物納による取扱等、平成
２８年度から実施する。また、更なる周知活動
のが望ましい。
に努め、農地中間管理事業の浸透を図る。
・機構により集積・集約化が進めば効率が上がる。
・白紙委任がネック。貸す相手が不明なのは不安。
・中間事業の活用による無利子資金の制度がある。啓発
すべき。
・大規模化だけではダメ。作目・売り先など地域ビジョ
ンが必要。
・農地を集めるには信頼関係が重要。いかに信頼を築く
か。
・農家は、自分の田で採れた米を食べたい
・ここ数年の米価を見ると１０年の期間は冒険だ。
・受け手としても、自分が借りれば、協力金など地域に
もお金が入る。そういったことも信頼関係の構築に繋が
る。
・農地マッピングなど、農地情報を一元管理できるシス
テムを行政は構築すべき。
・白紙委任は悪者扱いされているが、そもそも第三者が
入って貸借を円滑に行うためにできた制度である。そう
いったメリットを望む人もいる。農地の話し合いの中
で、地域のビジョンを決めることが重要。 など

機構事業推進状況
・今後の農政展開と農業法人の位置付け
・農地中間管理事業と集落営農の法人化
制度説明及び情報交換

制度説明及び情報交換

H28.03.08 岡山市他

岡山地方新農業経営者クラブ
農業後継者
研修会

H28.03.09 鏡野町

集落営農研修会

H28.03.14 岡山市

岡山市瀬戸地区農業再生協議
稲作農家３０名程度
会

制度説明及び情報交換

H28.03.14 赤磐市

赤磐市瀬戸町万富地区対象
農業再生協議会

稲作農家２０名程度

制度説明及び情報交換

H28.03.17 岡山市

ＪＡ岡山東
総会

稲作農家

４１名

制度説明及び情報交換

H28.03.22 岡山市

ＪＡ岡山
会総会

稲作農家

２１名

制度説明及び情報交換

瀬戸町雄町部会

藤田良質米生産部

３０名程度

鏡野町振興公社

制度説明及び情報交換
・農地中間管理事業の活用について
・集落営農の法人化について

・農地中間管理事業制度の一層のPRが必
要
・集落営農の法人化をすすめる

備

考

関係市町村
開催場所等

日付

会議等の名称

主な参加者

機構の活動内容と主な意見等

H28.04.07 JA勝英勝央支店 JA勝英担い手部会総会

JA勝英
担い手部会員

・機構事業の内容、昨年度の実績、実例等の説
明
・農地を借りる希望をしても、なかなか農地が
でてこない
・農業委員会との関係はどうなるのか？

H28.04.11 赤磐市高月公民館

稲作農家

制度説明及び情報交換

あかいわ米生産振興説明会

会員農家、倉敷市、支所、総社
JA岡山西吉備路 吉備路水田農業大規模経営体 市、JA岡山西、吉備路AC、JA中央
H28.04.12
支店
ネットワーク総会
会、農林水産事業部、普及セン
ター、機構支部
JA岡山東

H28.04.13 西山事業所

H28.04.13

山陽支店

あかいわ米生産振興説明会

稲作農家

JA岡山西玉島北 玉島北もも部会園地流動化検 もも部会、JA岡山西、倉敷市、県
支店
討会
民局、普及センター、機構支部

・27年度事業報告・28年度事業実績・基調講演
（水稲新品種）・情報提供（機構事業、土壌診
断等）

制度説明及び情報交換
・27年度取組状況、28年度計画、新規就農者受
入検討事

H28.04.14 赤磐市中央公民館

あかいわ米生産振興説明会

稲作農家

制度説明及び情報交換

H28.04.15 備前県民局会議室

岡山地方新農業経営者クラブ連絡
協議会総会

農業後継者クラブ員

制度説明及び機構事業の利用推進

熊山米・麦栽培講習会

稲作農家

制度説明及び機構事業の利用推進

ＪＡ岡山東

H28.04.26 店

熊山支

H28.05.10 高梁地域事務所

高梁地域農林漁業担い手育成 市、JA、農業委員会、農業士会、
対策協議会総会
普及センター、機構支部他

・総会
・担い手対策事業説明
・機構事業のPR

H28.05.10 美作市入田

市町村
美作地域担い手育成対策協議
JA、農業士
会
普及センター

・機構事業PR依頼

H28.05.12 津山市山下

市町村
津山地域担い手育成対策協議
JA、農業士
会
普及センター

・機構事業PR依頼

結果及び意見を踏まえた改善点等

備

考

日付

関係市町村
開催場所等

会議等の名称

主な参加者

機構の活動内容と主な意見等

H28.05.18 備前県民局

市町・ＪＡ担当課長、農業士会・
岡山地域担い手育成対策協議
新農業経営者クラブ代表者、農業
会総会
高校長等

農地中間管理事業の実施状況説明及び利用推進
○意見等
・水田稲作のため利用した。現状では受け手へ
のメリットは感じられないが、出して農家への
協力金が支給されることで、大変喜ばれてい
る。
・受け手間でも農地の再配分をすれば能率が上
がることは分かっているが、出し手に信用して
もらって貸してもらっていることと、今までの
丁寧な肥培管理に努めた結果の土壌条件になっ
たことから、再配分は簡単にまとまる話ではな
い。
・果樹の桃栽培農家でも事業を利用したいが、
条件の良い園地はすぐに近隣でまとまってしま
い、条件に会う良い農地が出てこない。
・協力金の１０年間で１０a当たり４万円を換
算すると、１年間では４，０００円となる。条
件が良くて、賃料の高い果樹園の貸し借りに
は、出し手にとってインパクトが低い。
・中山間地域の農地を守るため、やむを得ず借
りている状況にある。

H28.05.18 新見地域事務所

新見地域農林漁業担い手育成 市、JA、農業士会、後継者クラ
対策協議会総会
ブ、普及センター、機構支部他

・総会
・担い手対策事業説明
・機構事業のPR

H28.05.24 真庭市勝山

市村
真庭地域担い手育成対策協議
JA、農業士
会
普及センター

・機構事業PR依頼

H28.05.25 井笠地域事務所

井笠地域農林漁業担い手育成 市町、JA、農業委員会、農業士
対策協議会総会
会、普及センター、機構支部他

・総会
・担い手対策事業説明
・機構事業のPR

結果及び意見を踏まえた改善点等

・農地中間管理事業の現状説明と連携要請

県農業士会役員、普及センタ－職
員

○主な意見
・機構は手続きが面倒で、話が前に進まない。
従って、相対で貸し借りとなる。
・就農相談会をやると、桃・ブドウにかなり手
が上がるので、もう少し早く借りられるように
してほしい。
・相対で貸借している。相対なら、この人に貸
したいと思えば、誰に行くか分かるし、早い。

H28.05.25 岡山市

農業士会役員との意見交換

H28.05.27 備中県民局

倉敷地域農林漁業担い手育成 市町、JA、農業高校、農業士会、
対策協議会総会
普及センター、機構支部他

・総会
・担い手対策事業説明
・機構事業のPR

H28.06.03 高梁市

備中町「西山維新会」の法人
担い手４名
化設立検討会

・年内に法人化を進めたい。法人の形態はいろ
いろあるが、どの様に選んだらいいのか分から
ない。
・会社法人、農事組合法人化の違いを教えてい
ただきたい。
・機構集積協力金の単価が大幅に下がってい
る。

H28.06.10 備前市

備前市香登本の企業への説明 農業参入企業

３名

・２ヶ月程度で手続きが終わるよう迅速
化に努めている。
・機構事業は、白紙委任が原則だが、
人・農地プランに受け手と出し手を位置
付けてもらえば、貸付ル－ルでプランを
考慮するとなっており、受け手がはっき
りする。

農地流動化へ向けたスケジュ－ルを策定
機構活用のメリットに関心を寄せられ、事業の
し、農地の確保に向けた取組を行うこと
仕組みなど具体的な動き等を説明した。
とした。

備

考

日付

関係市町村
開催場所等

H28.06.13 美咲町

H28.06.13 美咲町

H28.06.17 美咲町

H28.06.20 真庭市

H28.06.21 県内

会議等の名称

中山間地直接支払い役員会

中山間地直接支払い役員会

中山間地直接支払い役員会

蟹川営農組合協議会

岡山県新農業経営者クラブ連
絡協議会役員会

主な参加者

地区代表

地区代表

地区代表

役員

２６名

・機構事業の活用について
・人農地プランの作成と法人化について
・農地の借り手がいない場合はどうなるのか？
・畦畔管理ができないと思うが、できるのか？

３０名

・機構事業の活用について
・人農地プランの作成と法人化について
・農地の借り手が決まるまでは、自分で管理す
るのか？

１５名

質問：円滑化で対応していたが満期になり中間管理事業
に変更した場合協力金についてはどうなるのか
（１年以上自作していれば協力金対応できるが、すぐ
に機構事業に変更した場合は出来ないとの説明）
：２～３代前の登記を変更しないまま現在に至って
いるが、貸し付けしたいが中間管理事業で対応可能か
（対応できるが、相続に関する自己申告書の提出がい
る。また、他に相続人がいれば承諾書も添付）
：町道で農地の面積が変更しているが登記について
は変更していない。貸し付けをしたいが対応できるか
（登記の変更していないと機構としては借り受け出来
ない、町と相談して登記の変更することが必要）
：ﾌﾞﾄﾞｳを３a程度栽培しているが、ﾌﾞﾄﾞｳ畑以外は
貸し付けたいが良いか。また、協力金対応は？
（経営の規模縮小、並びに１０a未満は所有できるの
で協力金についても対応は可能）
：全ての農地を出したが、条件の良いとこだけが貸
し付けて、悪い圃場は残る可能性がある。その場合はど
うなるのか。
（一応、機構としては２年間受け手を探しますが、い
ない場合は所有者へ返還します。その場合、所有者へ
は、文書等にて報告することこしている）

１１名

県内地区代表の若手農業者
１２名

機構の活動内容と主な意見等

結果及び意見を踏まえた改善点等

・地域集積協力金の要件と対応について説明
・役員は理解できたが地元の理解が進んでいな
いので、地区民へ働きかける
・今まで、作業受託を主体に行ってきたので、
いきなり農地を預けるには抵抗がある
そういった話は農業士会でも出た。支部
・人・農地プランに位置付け、中間管理事業を とも協議しながら、市へも要望したい。
活用して来年２月に４反ほど借り受けることと
しているが、自分の市では年に１回しかプラン ・担い手の方にも、市町村などに言うべ
の見直しができない。できれば年２回ほどはお きことは言ってもらいたい。
願いしたい。
・我々がどのような発言をすれば、この事業は ・機構としても、こういった会に参加さ
動記、改善ができるのか。問題点は何を言えば せてもらい、意見を交換するのが重要と
考えている・
良いのか。
・担い手の立場で、出し手に対して言えば、地
域によっては逆に農地を取ろうとしていると言
われることがある。
・若手農業者が受け皿となって、中間管理事業
との連携がとれればいいと考える。個人として
はなかなか困難な面もある。引き続きよろしく
頼む。

備

考

日付

関係市町村
開催場所等

会議等の名称

主な参加者

機構の活動内容と主な意見等
・機構事業の活用について
・人農地プランの作成と法人化について
・法人や公社があるので借受希望者はいるよう
だが、条件不利地は借り手もらえない
・畑地の借り手がいない

H28.06.21 美咲町

中山間地直接支払い役員会

地区役員

H28.07.01 井原市美星

美星良質米栽培講習会

生産者15名

・特別栽培米「星むすめ」（コシヒカリ）のブ
ランド化を図って行きたい。
・省力・低コストの取組を考えたい。

H28.07.05 高梁市

髙梁地域水田農業担い手育成
担い手24名
研修会

・今年の機構集積協力金単価が昨年より下り、
昨年に農地を機構から借り入れて助かった。
・一方、今年の借り入れが難しくなった。

H28.07.05 井原市

無人へり説明会

生産者20名

・将来遊休農地の増加が心配される。法人を立
ち上げて地域の農地を守って行きたい。

備中町「西山維新会」法人化
担い手３名
に伴う農地集積説明会

・12月までに農事組合法人を設立する。設立総
会を1月を予定している。
・借り入れ予定農地を図面で確認し、地主の理
解を得る。
・来年度の協力金単価を変えないようにしてほ
しい。

H28.07.13 高梁市備中町

H28.07.13 玉野市

玉野市用吉ほ場整備説明会

３０名

地元農家代表者、市、農協
他 １８名

・農地中間管理事業の利用にあたっての説明
・２９年度農業競争力強化基盤整備事業（県営）40haの実施に
向けた地元体制の準備。
・事業実施地区と地域集積地域の設定に配慮が必要である。
・出し手農家に対して、経営転換協力金の対象となるかどうか
のきめ細かな説明が必要。
・農地中間管理事業の仕組みと目的について説明

H28.07.18 久米南町

雨乞い祭り後の座談会

地区住民

H28.07.19 鏡野町

集落営農研修会

H28.07.22 備前支部管内

岡山地方新農業経営者者クラ
農業後継者クラブ役員
ブ連絡協議会役員会

H28.07.27 早島町

H28.07.28 岡山市

集落営農代表者

早島町農地利用に関する説明
地権者、町
会

岡山市

・興味があまり見られない。栽培条件が厳しすぎて借り手がい
ない。
・担い手の必要性は理解している。
・数年前にきた新規参入者が転出したばかり。

１７名

・農地借受者も多く機構事業については理解している。
・普及センタ－から法人化については説明があったが、法人化
は難しいとの意見が多い。
・個人や既に法人になっている組織は、引き続き機構を利用し
ていきたいとの意向であった。

４５名

１５名

・今年度事業内容について
・農地中間管理事業の改正点等の説明
・稲作農家は農地中間管理事業を利用している。
・果樹農家も利用したい希望があるが、貸付希望園地が少な
い。

・農振制度の説明
・農地中間管理事業の説明

６０名

人･農地プラン会議 農業者、農業委員、市

・農振農用地指定の解除する方法は
・農地中間管理機構で借りた農地に不測の事故等が発生した場
合、責任が明確に出来ないのでは無いか

３８名

・人・農地プランの変更について
・農地中間管理事業の改正点等の説明
・円滑化事業から中間管理事業への乗り替えに際して、細かな
説明を聞きたい意見。
・出し手の死亡後、相続人とで、その後の契約でもめることが
多いとの意見。

結果及び意見を踏まえた改善点等

備

考

日付

関係市町村
開催場所等

会議等の名称

主な参加者

H28.07.29 鏡野町

農地借受希望農家研修会

借受希望農家

H28.08.04 美作市

ヤングライスネットワ－ク研
若手大規模担い手農業者
修会

岡山市人・農地プラン見直し
農業者、農業委員、市職員
会議（南区第１地域：藤田・
６３名
興除）

結果及び意見を踏まえた改善点等

・一般農家は機構事業のことをほとんど知らないが、PRはどう
なっているのか？
・候補地が出た場合の通知はどうしているのか？
・鏡野町と支所との連携が悪い、情報共有ができていない
・次世代の育成はどうしているのか？60歳前後が数人続いてい
るので、徐々に交代していく(長藤)
・田舎で農業をやりたい人は多い(本山)、育てていく必要があ
る
・日曜日は休みにしたいが、農繁期は無理なので、農閑期に長
期休暇が取れるようにしている(本山)

１８名

岡山市人・農地プラン見直し 農業者、農業委員、市職員
H28.08.05 岡山市東区瀬戸支所
会議（東区瀬戸地域）
名

ＪＡ岡山藤田
H28.08.05
営農センター

機構の活動内容と主な意見等

農地中間管理事業の現状説明と活用要請、意見
交換

１２

人・農地プランの変更について
農地中間管理事業の改正点等の説明

人・農地プランの変更について
農地中間管理事業の改正点等の説明
・農振制度の説明及び農地整備事業の説明
・機構事業の概要説明

H28.08.07 早島町役場

早島町農地利用に関する説明 早島町、地権者、機構支部
会
５０名

・農地中間管理機構で借りた農地に不測の事故
等が発生した場合、責任が明確に出来ないので
は無いか

・水稲共済事業説明
水稲共済評価員、共済組合、矢掛町、 ・機構事業の概要説明及び相談会
矢掛町農村改善 水稲共済評価員への機構事業説
機構支部
・機構に貸し付けた農地の課税軽減は昨年度の貸付 ・対象外
H28.08.08
明会及び相談会
センター
７１名
けは対象にならないのか
・農業委員会が課税部局へ通知
・軽減の申告は自分で行うのか

岡山市人・農地プラン見直し
農業者、農業委員、市職員
H28.08.08 ＪＡ岡山 旧中部第４営農センター
会議（南区第３地域：東児・
３名
甲浦）

岡山市人・農地プラン見直し会
議（東区東部第１地域：西大
H28.08.17 ＪＡ岡山西大寺支所会議室
寺）

H28.08.18 JA阿新

H28.08.19 ＪＡ岡山

H28.08.20 赤磐市

ＪＡ阿新水稲担い手部会総会

農業者、農業委員、市職員
２５名

人・農地プランの変更について
農地中間管理事業の改正点等の説明
円滑化事業から管理事業への移行を考えている。

JA阿新水稲担い手部会、市、JA、普及
・低コスト・省力化技術の実証試験
センター、機構支部他
・機構事業のPR、受け手の登録依頼
１２０名 （担い手１１０名）

岡山市人・農地プラン見直し会
農業者、農業委員、市職員
山南支所議（東区東部第２地域：朝日・ ３５名
山南）

奥吉原説明会

人・農地プランの変更について
農地中間管理事業の改正点等の説明

農業者、市職員

２０名

人・農地プランの変更について
農地中間管理事業の改正点等の説明
出し手と借り手の希望面積に差があり、事業の周知
ができていないのではないか。
集約した農地を借りたい。

中山間地直接支払、多面的機能支払、農地中間
管理事業の説明。
機構事業活用は、メリットが薄い様で、１０年
契約は敬遠気味。

備

考

日付

H28.08.23

関係市町村
開催場所等

会議等の名称

主な参加者

岡山市
岡山市人･農地プラン見直会 農業者、農業委員、市職員
（ＪＡ岡山上道 議（東区東部第３地区）
１２名

H28.08.23 ＪＡ岡山本所

岡山市人・農地プラン見直会議 農業者、農業委員、市職員
（北区中央第１地域：市街地） ８名

岡山市北区建部町吉原集落説明

H28.08.23 建部町吉原公民館 会

農業者、担い手

２４名

機構の活動内容と主な意見等

結果及び意見を踏まえた改善点等

人・農地プランの変更について
農地中間管理事業の改正点等の説明

人・農地プランの変更について
農地中間管理事業の改正点等の説明
協力金の事務処理を短期間にして欲しい。

農地中間管理事業と農地ナビによる利用権設定状
況を説明。
農地貸出し希望者は地元で用意した意向申込書の
提出の手配まで進んだ。

住宅地が固まってあり、素人目で基盤整
備の設計がし易い地域。基盤整備の意向
があれば特定農作業受託契約による自作
地要件をキープする方向で対応も可。

H28.08.23

JA、全農、市場、ぶどう生産者、
JA岡山西美星支 JA岡山西美星支部ぶどう出荷
普及センター、機構支部
店
会議
８４名 （生産者７１名）

・本年度初出荷に伴う留意事項等
・機構事業の概要説明

H28.08.24

ＪＡ岡山
支所

人・農地プランの変更について
農地中間管理事業の改正点等の説明

H28.08.25

高松多目的ホー 岡山市人・農地プラン会議
ル
（北区西部地域：高松）

農業者、農業委員、市職員
１９名

人・農地プランの変更について
農地中間管理事業の改正点等の説明

H28.08.26

ＪＡ岡山 備南 岡山市人・農地プラン会議
営農センター
（南区第２地域：備南）

農業者、農業委員、市職員
３２名

人・農地プランの変更について
農地中間管理事業の改正点等の説明

農業者、普及センター、備前県民
局、和気町、ＪＡ本店・支店 各
担当者 １５名

普及より法人化に係る書類作成等の説明。アンケート調 メンバー内に壮年部のメンバー参画。アンケート
査による現状分析と将来予測の必要性を提言。基盤整備 実施による法人の経営計画の具体的数値の落とし
による条件整備を希望。
込みを助言。

津高 岡山市人・農地プラン会議 農業者、農業委員、市職員
（北区中央第２地域：津高） ２９名

H28.08.26 ＪＡ佐伯支店

H28.08.26

佐伯営農組合法人化勉強会

地権者、県、町、土連、ナンバ技
矢掛町毎戸公民 ほ場整備地区（毎戸地区）説
研、機構支部
館
明会
２０名（地権者１０名）

・工事日程等の説明（整地工1.9ha)
・農地集積方法について説明

H28.08.30 御津公民館

岡山市人・農地プラン会議
（北区御津地域）

農業者、農業委員、市職員
１９名

人・農地プランの変更について
農地中間管理事業の改正点等の説明
不便な農地は結局遊休農地のままで、更に耕作放棄
地になっていく。
新規就農者が少ない。
農地が分散している。地元での説明会を開催した
い。

H28.09.02 ＪＡ足守支所

足守野菜づくり教室でのＰＲ

農業者（家庭菜園、直売所出荷者
等） ２５名

農地中間管理事業及び変更点を説明
荒れた農地に困っている。

H28.11.02 矢掛町役場

倉敷青果の農業参入について 矢掛町町他5人、県庁、県民局、機 か。カット工場を地元へ
・法人を設立し300tの産地(15ha)を作りたい
協議
構支部

・矢掛町へのメリットは（人の雇用、税金等）はあるの
・賃料5，000/10aは安すぎるのでは

備

考

日付

関係市町村
開催場所等

会議等の名称

主な参加者
集落営農組織リーダー他
２００名

H28.11.15 岡山市

岡山県集落営農推進大会

H28.11.17 真庭市

岡山県うまいくだものづくり
大会
果樹農家他
（出張相談会）

H28.11.29 鏡野町

H29.01.19 津山市

H29.01.20 真庭市

H29.01.30 赤磐市

鏡野町集落営農研修会

津山地域農業者の集い

真庭地域農業者の集い

２００名

集落営農代表者

後継者
女性部
農業士等
後継者
女性部
農業士等

３０名

機構の活動内容と主な意見等

・ＪＡグループ報告、事例紹介、情報提供

・機構事業のPR、相談コーナーの設置

・集落営農の法人化と機構事業活用

・機構事業の活用
２００名

・機構事業の活用
１５０名

ＪＡ岡山東もも・ぶどう振興 もも・ぶどう生産者
大会
１５０名

事業の説明と利用推進の依頼をした。

玉島市民交流セ 備南広域普及センター農業者 担い手農家、関係機関、機構支部
ンター
の集い
等

・機構事業の説明・PR

新見普及センター農業者の集 担い手農家、関係機関、機構支部
い
等

・機構事業の説明・PR

H29.02.02

浅口市健康福祉 井笠普及センター農業者の集 担い手農家、関係機関、機構支部
センター
い
等

・機構事業の説明・PR

H29.02.02

髙梁市文化交流 備北普及センター農業者の集 担い手農家、関係機関、機構支部
館
い
等

・機構事業の説明・PR

H29.01.30

H29.01.31 JA阿新

H29.02.03 赤磐市

東備地域農業者の集い

農業者、市町・ＪＡ・県担当者
９５名

事業の説明と利用推進の依頼をした。

H29.02.03 勝央町

元気じゃ農勝英

後継者
女性部
農業士等

・機構事業の活用

H29.02.09 赤磐市

トマト農業ビジネスセミナ－

１００名

農業法人、個人経営体、政策金融
公庫等
５０名

農地中間管理事業の活用
農業参入及び事業拡大について

結果及び意見を踏まえた改善点等

備

考

関係市町村
開催場所等

日付

会議等の名称

主な参加者

機構の活動内容と主な意見等

H29.02.17 岡山市

岡山県農地中間管理事業有識 企業経営者、農業法人経営者、大
者会議
学教員、政策金融公庫、土連他

農地中間管理事業に関する意見等の聴取

H29.02.22 真庭市

真庭地域大規模水稲農家研修
大規模水稲農家
会

１４名

・機構利用について
・満了時の付替依頼
・地域の中心的農業者としての取組

H29.03.02 津山市

津山地域大型稲作研究会

大規模水稲農家

３１名

・機構事業の活用について
・契約完了農地の切替の依頼

H29.03.16 岡山市

農業経営よろず相談

農業法人、個人経営体、ＪＡ等

井原市、JA、県民局、普及センター、 ・栽培講習会
機構支部、生産者 ２２名
・中間管理事業の説明・ＰＲ

H29.04.11 JA岡山西芳井支店 良質米栽培講習会

井原市、JA、県民局、普及センター、 ・栽培講習会
機構支部、生産者 ３７名
・中間管理事業の説明・ＰＲ

H29.04.11 JA勝英勝央支店 JA勝英担い手部会総会

JA勝英管内担い手農家

香々美大型機械利用組合役員
役員
会

H29.04.19 備中県民局

倉敷地域稲作研究会

大規模稲作農家、備南普及指導セン
ター、農林水産事業部、機構支部
２２名

もも部会、JA岡山西、倉敷市、県民
JA岡山西玉島北支 玉島北もも部会園地流動化検討
局、普及センター、機構支部
会
３７名

H29.04.19 店

H29.04.19 真庭市勝山

H29.05.09

勝英普及セン
ター

H29.05.10 倉敷市役所

別に公表

農地中間管理事業を活用した農地の確保等につ
いて

H29.04.11 JA岡山西美星支店 良質米栽培講習会

H29.04.15 香々美公民館

結果及び意見を踏まえた改善点等

・機構からのお知らせ
・大規模農家へのお願い

・法人化のメリットと機構利用について

・農地農村整備事業説明
・農畜産物生産関連施策説明
・農地中間管理事業説明

・27年度取組状況、28年度計画
・新規就農者受入検討
・農地中間管理事業の活用について

真庭地域農林業担い手育成確 市・村担当課長、ＪＡ、農業士代
保対策協議会
表

・機構からのお願い(付替推進、担い手育成）

勝英地区担い手育成対策協議会 市町村担当課長、JA、農業士代表

担い手育成協議会の活動について
農地中間管理事業の活用について

倉敷市、JA岡山西、生産者代表、農業
倉敷市担い手協・耕作放棄地協
・総会の場において、農地中間管理事業の説明およ
公社、農業委員会、県民局、機構支部
総会
び活用の依頼
１８名

・納税猶予制度の適用できるのか。

備

考

関係市町村
開催場所等

日付

H29.05.10 髙梁地域事務所

JA岡山西井原東支

H29.05.10 店

JA岡山西井原北支

H29.05.10 店

JA岡山西井原西支

H29.05.11 店

美作広域普及セン

会議等の名称

主な参加者

機構の活動内容と主な意見等

・総会
髙梁地域農林漁業担い手育成対 市、JA、農業委員会、農業士会、普及
・担い手対策事業説明
策協議会総会
センター、機構支部他 ２２名
・機構事業のPR

良質米栽培講習会

井原市、JA、県民局、普及センター、 ・栽培講習会
機構支部、生産者 ３７名
・中間管理事業の説明・ＰＲ

良質米栽培講習会

井原市、JA、県民局、普及センター、 ・栽培講習会
機構支部、生産者 ３７名
・中間管理事業の説明・ＰＲ

良質米栽培講習会

井原市、JA、県民局、普及センター、 ・栽培講習会
機構支部、生産者 ３７名
・中間管理事業の説明・ＰＲ

担い手育成協議会の活動について
農地中間管理事業の活用について

H29.05.11 ター

津山地区担い手育成対策協議会 市町村担当課長、JA、農業士代表

H29.05.12 赤磐市大苅田

農地中間管理事業推進

H29.05.12 備中県民局

・総会
倉敷地域農林漁業担い手育成対 市町、JA、農業高校、農業士会、普及
・担い手対策事業説明
策協議会総会
センター、機構支部他 ２３名
・機構事業のPR

H29.05.16

ＪＡ岡山
支所

足守

ＪＡ岡山

はなやか西店総会

農業法人、機構本部、機構支部
５名

ＪＡ、生産者、機構支部
３３名

農地中間管理事業の活用について

農地中間管理事業の説明

H29.05.23 東備地域事務所

市町、ＪＡ、農家代表、農業高
東備地域農林漁業担い手育成
校、県民局、普及指導センター、
対策協議会
機構支部 23名

農地中間管理事業のＰＲ

H29.05.25 備前県民局

市町、ＪＡ、農家代表、農業高
岡山地域農林漁業担い手育成
校、県民局、普及指導センター、
対策協議会
機構支部 24名

農地中間管理事業の実施状況説明及びＰＲ

H29.05.26 井笠地域事務所

市町、JA、農業委員会、農業士会、普
・総会
井笠地域農林漁業担い手育成対 及センター、機構支部他
・担い手対策事業説明
策協議会総会
２１
・機構事業のPR
名

H29.05.30 新見地域事務所

市、JA、農業士会、後継者クラブ、普 ・総会
新見地域農林漁業担い手育成対
及センター、機構支部他
・担い手対策事業説明
策協議会総会
１５名
・機構事業のPR

H29.06.09 笠岡市役所

・中山間直接支払制度の変更点
中山間地域等直接支払交付金説 笠岡市内取組６集落代表者、笠岡市、
・評価実施の方法
明会
機構支部
１９名
・機構事業の概要説明

H29.07.12 浅原選果場

浅原新規就農者研修圃場につい
て
県・県民局・市・浅原組合
（果樹関係事業の担い手対策）

８名

・機構事業を利用して貸借したい
・事業主体が財団か機構か本部からの連絡待ち

結果及び意見を踏まえた改善点等

備

考

