
 

 

 

 

長野県食と農業農村振興審議会 第２回長野地区部会 次第 

 

                             日時：平成 26 年 9 月 25 日（木）10:00～12:00 

場所：長野合同庁舎 別館大会議室 

 

１  開  会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 議  事 

（１）平成 26 年度長野地域取組実績（中間報告）について 

 

 

 

 

（２）第２期 長野県食と農業農村振興計画の見直しについて 

 

 

 

 

（３）意見交換 

 

 

 

（４）今後のスケジュールについて  

 

 

 

４ 閉  会 

 

 

 

 

長野県地産地消推進キャラクター 旬ちゃん 
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H26年7月開催分　　

地区部会での意見・提言

（１）夢ある

農業を実践

する経営体

の育成

○　「人・農地プラン」と担い手づくり、農地中間管理業務等に重点的に取組むべき

○　「人・農地プラン」と集落営農組織の関連性を重要視し、集落ごとに方向性を検討してい

　くことが必要

○　新規就農者のみでなく、農業士・経営者協会など地域のリーダー育成の支援及び、新

　規就農者と農家子弟（後継者）との交流や就農支援対する支援が必要

○　新規就農への支援、多面的機能の周知、ＰＲすることが必要

○　新規就農者への栽培や経営に対する支援を引続きお願いしたい

○　農業後継者に対する施策が必要ではないか

○　受託組織の法人化、集落営農の組織化を早急に進められたい

○　普及センターが実施している「農業入門講座」は、多様な担い手確保に貢献しており、

　今後も引続き実施し、一人でも多く販売農家として育成されたい

〇　高齢者の役割について明確に出すべきではないか

（２）自信と

誇りを持てる

信州農畜産

物の生産

○　県オリジナル品種等の推進に力を入れるべきでは

○　農家が将来を見通せるだけの農業収入を確保できるような施策を講じるべき

○　農産物流通に対して、県からの情報提供や支援があるとよい。

○　有機農産物に限らず、安全・安心な農産物のPRをもっと行っていくべき

○　地球温暖化に対応した品目選定をして欲しい。特に果樹の早生種の振興に力を入れ

　てほしい

○　環境保全型農業直接支払や多面的機能支払など、補助金があるから取組むのではな

　く、自主的に地域で考える組織づくりが必要

○　畜産農家は、素牛や飼料の高騰で経営が厳しい。これら農家への支援もお願いしたい

○　信州農畜産物が消費者に評価され、高値で売られるようにすることが重要

（３）信州ブラ

ンドの確立と

マーケットの

創出

○　卸売市場を経由する流通が減少しており卸会社の経営は非常に厳しい。加えて燃油

　高騰でトラックの燃料代も嵩んでおり運賃値上げの要請はあるものの卸売価格に転嫁

　できない状況にある。農産物流通面で何らかの対応措置が講じるべきでは

○　特産化・ブランド化を進めていくには、地域全体で考えてブランド化を推進していくべき

○　質の高い農産物を産み出し、宣伝力を強化することにより、マーケットを広げていくこと

　が必要

〇　長野県の観光業者を利用した県オリジナル品種のＰＲを行うべき

（１）農村コ

ミュニティの

維持・構築

○　高齢化が顕著に現れてきており、人口減少も予想されていることから、高齢化に対応

　した農村づくりが急務である

○　農村維持のための施策について、国の直接支払制度の他に県独自の施策があっても

　よいのでは

〇　農業従事者の高齢化の進行に伴い、世代を超えて地域の中でお互いに手を取り合い

　ながら取組める体制づくりに力を入れてほしい

（２）地産地

消と食に対

する理解・活

動の促進

○　小学生等若い人に対する農業体験や食育への支援の充実（カリキュラム化等）をお願

　いする

○　生産者直売の一層の促進と、学校・保育園等の給食材への地産品利用の促進を図る

　必要がある

○　学校給食に地場の野菜を活用するため、産地の生育状況と学校の現場を結ぶ専門的

　な役割をもった者を確保、活用するべき

○　農村女性が行う６次産業化の取組を支援するべき

○　農作物を作る立場と消費者の情報交換の場がもてればよいのでは

○　特にＪＡとの関わりが薄い直売所に対しては、県の機関からの運営・栽培技術等の支

　援をお願いしたい

（３）美しい農

村の維持・

活用

○　侵入防止柵の整備及び捕獲対策への支援を引き続きお願いする

○　有害鳥獣対策、特に鹿対策について、女性でも勉強して駆除できる対策を教えてもら

　いたい

「第2期長野県食と農業農村振興計画の推進」　に対する地区部会での主な意見

項　　　　　目

基本方

向１

夢に挑戦

する農業

基本方

向２

皆が暮ら

したい

農村



食と農業農村食と農業農村食と農業農村食と農業農村振興審議会における地区部会振興審議会における地区部会振興審議会における地区部会振興審議会における地区部会のののの設置設置設置設置規程規程規程規程 
 

 

第１ 設置の目的 

「長野県食と農業農村振興の県民条例」に基づいて策定する「長野県食と農業農村振興計画」

（以下「振興計画」）の策定及び県が実施する食と農業・農村に関する施策に関し、各地域の

県民の意見の反映と、地域の特性を生かした地域別の発展方向の策定及び検証を行うため「長

野県食と農業農村振興審議会」に地区部会を設置する。 

 

第２ 地区部会の設置 

   「長野県食と農業農村振興の県民条例」に規定されているとおり、地方事務所の管轄区域ご

とに、部会を設置する。 

 

第３ 地区部会の組織 

（１）地区部会は、部会委員１０人程度で組織する。 

（２）地区部会の部会委員は、農業者、消費者、農業関係団体、農業委員、市町村職員などから、

地方事務所長が任命する。  

（３）部会委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第４ 会議の運営 

（１）地区部会には部会長を置き、部会委員が互選する。 

（２）部会長は、会務を総理し、部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した部会委

員がその職務を代理する。 

（３）会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。 

（４）部会長が認める場合は、部会委員以外の者がオブザーバーとして協議に参画することができ

る。 

（５）会議は、部会委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

（６）会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（７）会議は、原則として公開とする。 

（８）地区部会の事務局は、地方事務所農政課に置くこととし、事務局長は、地方事務所農政課長

の職にある者が充たる。 

 

第５ 地区部会の任務 

地区部会は、次に掲げる事項について検討し、部会長は「長野県食と農業農村振興審議会」

に報告するものとする。 

（１）県が策定する振興計画及び県が実施する食と農業・農村に関する施策に関する地域の意見の

集約 

（２）県の振興計画に基づき、地域の特性を踏まえた「地域別の発展方向」の策定及び検証 

（３）その他、食と農業及び農村の振興に関し、地域で必要な事項 

 

（補 足） 

 この規程に定めのあるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、事務局が会議に諮って

定める。 

 

（附 則） 

この規程は、平成１９年１月１９日から施行する。 



＜計画見直しのスケジュール計画見直しのスケジュール計画見直しのスケジュール計画見直しのスケジュール＞＞＞＞ 

 

時期 計画見直しの作業 審議会・地区部会の内容 

平成 26 年 

６月 

○論点整理 

 

    

７月 

  

８月 

     

９月 

 

 

 

 

10 月 

 

    

11 月 

 

 

３月 

 

 

 

 

 

 

地域への周知 

H27 年度～ 改訂計画スタート 

    

地区部会地区部会地区部会地区部会            ・計画見直しの方向性検討・計画見直しの方向性検討・計画見直しの方向性検討・計画見直しの方向性検討    

（平成 25年度実施状況の検証） 

○計画改訂素案の検討 

地区部会地区部会地区部会地区部会            ・地域別発展方向の見直し・地域別発展方向の見直し・地域別発展方向の見直し・地域別発展方向の見直し    

第３回審議会第３回審議会第３回審議会第３回審議会    ・・・・計画計画計画計画改訂改訂改訂改訂案の策定案の策定案の策定案の策定    

（（（（11111111/5/5/5/5・・・・日程調整中）日程調整中）日程調整中）日程調整中）    

第１回審議会第１回審議会第１回審議会第１回審議会    ・国の新たな施策について情報共有・国の新たな施策について情報共有・国の新たな施策について情報共有・国の新たな施策について情報共有    

（（（（6/66/66/66/6））））            ・計画見直しの方向性検討・計画見直しの方向性検討・計画見直しの方向性検討・計画見直しの方向性検討    

○計画改訂案の検討 

第２第２第２第２回審議会回審議会回審議会回審議会    ・計画改訂・計画改訂・計画改訂・計画改訂素案素案素案素案のののの検討検討検討検討    

（（（（8/8/8/8/26262626））））            （平成 25 年度実施状況の検証、 

計画の見直し素案の検討）    

（H25 実績､県議会報告）    

改訂計画の公表改訂計画の公表改訂計画の公表改訂計画の公表    

＜改訂計画､県議会報告＞

＞    

～

    



 資料１ 

 

 

重点戦略ごとの取組事項                       140925 

 

【達成指標】 

目標指標 H22 基準年 H26 計画 H29 目標年 

40歳未満の新規就農者数（単年度） 28 人 34 人 34 人 

新規就農者のうち果樹栽培者数 21 人 27 人 27 人 

農作業支援者数（延人数） 2,278 人 2,700 人 3,000 人 

○ 県や市町村、農業団体等が連携した支援体制づくり 

・長野地域就農促進会議の開催（2回）や須高農業振興会議の開催（5 回） 

・長野地域就農促進会議 開催時期：6/4   平成 26年度計画、新規就農者情報の共有 

                 7/17  担い手の確保育成計画、新規就農者激励会 

                 1 月上 担い手に関する情報交換、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発表 

・須高農業振興会議 振興会議の目的：担い手育成と農地（樹園地）継承システムの構築 

  事業内容：１ 須高農業振興会議の開催 5555 回（回（回（回（4/234/234/234/23、、、、6/56/56/56/5、、、、6/266/266/266/26､､､､7/237/237/237/23、、、、9/179/179/179/17）））） 

２ 新・農業人フェア参加による担い手の誘致 フェア参加 2222 回回回回((((東京東京東京東京)))) 

       ３ フルーツ王国すこう就農体験の実施 3333 回回回回（（（（6666､､､､8888､､､､9999､月､月､月､月    計計計計 37373737 人参加人参加人参加人参加）））） 

       ４ 地域の中心経営体のリストアップと意向調査の実施 小布施町予定小布施町予定小布施町予定小布施町予定 

       ５ 新規就農者嫁の会の開催による仲間づくり    田植え、果樹作業実施田植え、果樹作業実施田植え、果樹作業実施田植え、果樹作業実施 

       ６ 須高地区新規就農者のつどいの開催 ５月１４日開催 

       ７ ＪＡ須高出資法人への支援 ㈱ﾌﾙｰﾂﾌｧｰﾑすこう㈱ﾌﾙｰﾂﾌｧｰﾑすこう㈱ﾌﾙｰﾂﾌｧｰﾑすこう㈱ﾌﾙｰﾂﾌｧｰﾑすこう    9999 月月月月 18181818 日開所日開所日開所日開所 

・新規就農スマート誘致システムの構築（モデル地区３か所） 

・飯綱町、千曲市、小布施町 

○
新
ＪＡ出資の農業生産法人の事業運営に当たっての支援（ＪＡグリーン長野、ＪＡ須高） 

・㈱ジェイエイグリーン（ＪＡグリーン長野出資法人）が取り組む果樹園地の管理事業に対 

し、樹園地継承体制構築事業による支援とともに、タマネギ栽培の拡大に対し、技術指導

や省力化機械（防除機、根・茎（防除機、根・茎（防除機、根・茎（防除機、根・茎自動切除機自動切除機自動切除機自動切除機））））の導入を支援。 

・㈱フルーツファームすこう（ＪＡ須高出資法人）と須高農業振興会議が連携して取組む樹

園地継承に向けた体制づくりに対して支援を実施。 

○ 新規就農者の確保に向けた取組の充実 

・新規就農相談会等の開催（２回）や新規就農里親研修の実施、青年就農給付金（準備型）

を活用した研修による支援 

・新規就農相談会等の開催  5/24 長野合同庁舎 相談者 9 名  

9/13 長野合同庁舎  

・新規就農里親研修 実施時期：4月～3 月  研修生 2 年目 6 名 1 年目 7名 

・市町村別研修生数：長野市 2名 須坂市 6名 千曲市 1 名 信濃町 1 名 小布施町 3 名 

・青年就農給付金（準備型）平成 26 年公募 5/15～6/4 公募（長野管内 29名承認） 

・青年就農給付金（準備型）研修状況等巡回 9月～ 

○
新
新・農業人フェア等での担い手の誘致(東京会場４回) 

・須高農業振興会議としてのフェアへの参画((((2222 回回回回((((東京東京東京東京))))参加参加参加参加））））次年度次年度次年度次年度里親里親里親里親研修予定研修予定研修予定研修予定 2222 人人人人  

○ 新規就農者や定年帰農者等への技術習得や経営管理能力の向上に向けた支援 

・ニューファーマー研修、作目別セミナー等研修会の開催 

重点戦略１：重点戦略１：重点戦略１：重点戦略１：地域の特色を活かした多様な経営体の確保・育成地域の特色を活かした多様な経営体の確保・育成地域の特色を活かした多様な経営体の確保・育成地域の特色を活かした多様な経営体の確保・育成    

平成２６年度長野地域実行計画の具体的取組実績【平成２６年度長野地域実行計画の具体的取組実績【平成２６年度長野地域実行計画の具体的取組実績【平成２６年度長野地域実行計画の具体的取組実績【    H26.9H26.9H26.9H26.9月月月月    中間報告中間報告中間報告中間報告    】】】】    



長野・Nagano 
・ニューファーマー研修 時期：各講座 5月～12 月、開講式：7/17、閉講式：2 月下旬 

内容等：果樹講座（りんご）6回、果樹講座（ぶどう）6 回 

作物講座（水稲）3回、野菜講座 3 回  

総合講座（機械、経営など） 3 回   

・作目別セミナー等研修会 時期：5 月～2月   

内容：グリーンセミナー（ぶどう）8 回、アグリセミナー（りんご）6 回 

   須高果樹セミナー 10 回（（（（48484848 名）名）名）名）、 西山地区野菜セミナー 8 回 

アスパラガスセミナー 2 か所 須高：5555 回回回回実施（実施（実施（実施（17171717 名）名）名）名）、ながの：5 回 

      飯綱町農村女性セミナー 8 回、発酵食品伝承講座（千曲市）10回 

・経営管理講座の開催（3 講座、各 3 回） 

・経営管理講座の開催  開催時期：1月 ３地域 内容等：複式簿記の基礎知識 

・青年農業者給付金（経営開始型）対象者の就農定着へ向けた支援（巡回等 2 回） 

・給付対象者への提出書類作成等の支援 須坂市実施須坂市実施須坂市実施須坂市実施 

・給付対象者説明会の開催 長野市：5月 16 日、須坂市：6月 6日 

○ 人・農地プランの実現やリース方式等による樹園地を継承する仕組みづくりに向けた

支援 

・適切な人・農地プランの策定・見直し推進とプランの実現に向けた取組の推進 

・市町村・ＪＡ等担当者会議の開催による推進（6 月 23 日） 

・長野地域重点地区（信濃町）への県支援チームによるヒアリング（7 月 17 日） 

・地域支援チ－ムによる市町村巡回（9月～、9999 市町村） 

・今後の果樹産地維持に向け、地域に合わせた方策を検討 

開催期日：1 月  開催場所：長野市山新田  内容：遊休果樹園地の受皿体制の検討 

   3 月       長野市真島      各集落での取り組み状況検討 

・優良品種へ転換したリース樹園地の整備（2 地区） 

・県単事業等を活用し県単事業等を活用し県単事業等を活用し県単事業等を活用しりんご新わい化リース園を整備（長野市 1 か所、飯綱町１か所）実施 

・リリーフ農場方式による樹園地継承システム構築支援（１任意組合） 

・地域内で耕作できなくなった樹園地の一時管理に取り組む任意組合に対し、需要に応える

園芸産地育成事業活用により、管理に要する経費を支援（28ａ分） 

・地域の担い手、新規就農者への農業経営アンケートの実施 

・地域の中心となる経営体のリスト化と経営意向調査の実施(小布施町)                                       

○ 農作業支援者の確保及び技術の向上に向けた支援 

・農作業支援（農作業労働力補完）の取組状況の把握（調査１回） 

・農作業労働力補完取組事例調査の実施（（（（9999 月）月）月）月）  

○
拡
農作業支援者の技術向上のための講習会の開催 

・果樹栽培アシスタント講習（須坂市シルバー人材センター）講習支援 2222 回回回回（（（（5555 月）実施月）実施月）実施月）実施    

    受講生受講生受講生受講生    17171717 名名名名    

・小布施町縁結びの会技術講習支援 4444 回回回回(5(5(5(5 月～月～月～月～7777 月月月月))))実施実施実施実施    受講生受講生受講生受講生 20202020 名名名名 

 

 

 

【達成指標】 

目標指標 H22 基準年 H26 計画 H29 目標年 

県オリジナル主要品種栽培面積 706ha 940ha 1,070ha 

りんご新わい化栽培面積 18.5ha 67ha 100ha 

無核（種なし）ぶどう栽培面積 304ha  512ha 620ha 

畑地かんがい施設の整備面積（期間内整備量） 308ha 284ha 403ha 

重点戦重点戦重点戦重点戦略２：略２：略２：略２：未来に挑戦し続ける競争力の高い果樹産地づくり未来に挑戦し続ける競争力の高い果樹産地づくり未来に挑戦し続ける競争力の高い果樹産地づくり未来に挑戦し続ける競争力の高い果樹産地づくり    



長野・Nagano 
(H18～H22) (H25～H26) (H25～H29) 

○ 消費者ニーズの高い品目・品種への転換に係る支援 

・果樹経営支援対策事業等による改植の促進（オリジナル品種栽培面積 940ha） 

・各果樹産地構造改革協議会（6 月 18 日共和園協、8 月 20 日 JA ながの等のＪＡ毎に設置）

を通じて事業への取り組みを推進 

・栽培技術の向上を図るための講習会等の開催 

・りんご新品種「シナノホッペ」の品種検討会（ＪＡちくま管内１０／下） 

・プルーン新品種「サマーキュート」の品種検討会（ＪＡ須高管内 8888 月月月月 28282828 日日日日） 

○ りんご新わい化栽培に必要な苗木の確保支援 

・フェザー苗の予約生産に向けた苗木業者とＪＡとの調整 

・苗木の計画的な生産量確保に向け、県主催による需給調整会議を開催（１月頃） 

・種苗の生産状況確認と苗木生産の技術指導（巡回指導）及び凍害防止対策の徹底 

・9999 下旬苗生育調査及下旬苗生育調査及下旬苗生育調査及下旬苗生育調査及びびびび管内４苗木業者に対する優良苗生産指導、検討会を 10101010 月上旬月上旬月上旬月上旬実施。

凍害回避の技術指導 

・わい性台木の安定生産と苗木業者とのマッチングの支援（マッチング１回） 

・苗木生産量の拡大に向け、種苗業者へ供給するためのＭ.9 台木生産に取組む組織や団体へ 

の技術指導（（（（6666 月月月月 24242424 日日日日 JAJAJAJA ながの、ながの、ながの、ながの、6666 月月月月 30303030 日、日、日、日、7777 月月月月 3333 日ファーム西部日ファーム西部日ファーム西部日ファーム西部））））を実施、苗木業者

とマッチングを 10101010 月上旬月上旬月上旬月上旬支援。 

・モデル圃の活用等による新わい化栽培への啓発と技術指導（講習会２回） 

・優良モデル園で樹体、収量調査（調査（調査（調査（2222 ヶ所ヶ所ヶ所ヶ所 9999 月月月月 24242424 日）を実施、さらに１圃場に日）を実施、さらに１圃場に日）を実施、さらに１圃場に日）を実施、さらに１圃場において労働おいて労働おいて労働おいて労働性性性性、、、、

収量性を調査し収量性を調査し収量性を調査し収量性を調査し（（（（9999 月）月）月）月）、せん定時に講習会（11111111 月月月月）を実施して新わい化栽培の有効性を啓

発。 

○ ぶどうの高品質生産のための施設化の推進や、消費者ニーズに対応した無核化栽培の

普及 

・高品質な生産に向けた雨よけ施設の導入の推進 

・販売力の高い品種への転換を進めるとともに、需要に応える園芸産地育成事業の活用やＪ 

Ａ単独事業により、ナガノパープル、シャインマスカットの施設化を推進 

・栽培技術の高位平準化のための講習会等技術指導の実施 

・芽かき講習会 千曲市 5 月 7日、9 日、長野市 5月 12 日、14 日、須坂市 5月 20 日、22 日、

延べ 180 人 

・開花前講習会 長野市 6 月 3 日、摘粒講習会 長野市 6月 20 日 

・短梢栽培技術の向上を図るための講習会の開催（4 回×５会場） 

・芽かき講習会 長野市５月 12 日、20日、須坂市 20日、21 日、22日 延べ 200 名 

・開花前講習会 千曲市 5 月 27 日、小布施町 5月 29 日、長野市 5 月 28 日、29日、30 日、 

6 月 2日、3 日、須坂市 6月 4 日、5日 

・摘粒講習会  長野市 6 月 13 日、18日、19 日 須坂市 6月 18 日、小布施町 6月 20 日 

・新梢管理講習会・新梢管理講習会・新梢管理講習会・新梢管理講習会    須坂市須坂市須坂市須坂市 7777 月月月月 4444 日、長野市日、長野市日、長野市日、長野市 7777 月月月月 8888 日日日日 

○ ももや特産果樹(あんず、プルーン等)の高品質・安定生産に向けた取組への支援 

・もも品種のシリーズ化を推進（品種検討会１回） 

・もも有望品種展示ほの設置と、普及に向けた品質調査の実施や有望品種現地検討会の開催

（（（（8888 月月月月 6666 日）日）日）日） 

・あんず・プルーンの県オリジナル品種の栽培技術向上のための講習会の開催（講習会５回） 

・あんず 「信州サワー」等病害虫防除 松代 4月 7 日 30 人、摘果 松代 5 月 9 日 30 人、

信州サワー新梢管理講習会（松代７月 24 日 25 人、9999 月月月月 11111111 日日日日 22222222 人人人人）、せん定講習会（12

月） 

○ 効率的な果樹経営に向けた生産基盤の整備(畑地かんがい施設等)への支援 

・県営ため池等整備事業の実施（須坂市・日滝原地区（須坂市）：管路工（更新）L=1.2km） 

・幹線４４４４----３３３３号号号号管路工事：管路工（更新）L=0.0.0.0.5555km（10101010 月入札公告予定） 



長野・Nagano 
・県営かんがい排水事業の実施(長野市･豊野地区(長野市)：水管理制御設備(更新) 一式) 

・水管理制御設備工事：H24.9.10～H27.3.16（予定） 

・揚水機場２号ポンプ改修工事：H25.12.16～H27.3.27（予定） 

 

    

【達成指標】 

目標指標 H22 基準年 H26 計画 H29 目標年 

アスパラガス夏秋どり比率 24％ 29％ 30％ 

トルコギキョウ秋出荷本数 286 千本 360 千本 420 千本 

受精卵移植による黒毛和種子牛の生産頭数 70 頭 85 頭 100 頭 

○ アスパラガスの茎枯病対策の徹底と夏秋どり作型の拡大に対する支援 

・県単事業等による雨よけ施設の導入の推進 

・収益性を高め更に魅力ある品目とするため施設化を推進 （重点地区：ＪＡ須高） 

・総合的な茎枯病対策の実施（展示圃４か所、検討会１回） 

・ＪＡながの（長野市東和田）、ＪＡグリーン長野（長野市信更）、ＪＡ須高（小布施町）、Ｊ

Ａちくま（千曲市）、計４カ所に耕種的防除＋体系防除展示圃を設置。6666～～～～9999 月 1 回調査。 

・各ＪＡの現地指導会などで活用してもらう他9月26262626日日日日に１１１１圃場見学見学見学見学による現地検討会開催。 

・夏秋どり作型普及に向けた支援（モデル圃４か所、検討会２回） 

・管内各地に普及拠点となる夏秋どり収益性向上モデルほ場を設置（ＪＡながの（飯綱町 ２

か所）、ＪＡグリーン長野（長野市真島）、ＪＡちくま（千曲市）） 

5 月 15 日に圃場巡回調査を各ＪＡ、全農長野、農業技術課、普及センターで実施済。10～

11 月頃再度成績検討会を開催。 

・モデルほ場の成績等も活用し、夏秋どり作型への誘導を図るためアスパラセミナーの視察アスパラセミナーの視察アスパラセミナーの視察アスパラセミナーの視察

（（（（8/25,268/25,268/25,268/25,26）で講習を実施。）で講習を実施。）で講習を実施。）で講習を実施。 

○ きのこの新品種・新技術の導入と経営安定に向けた支援 

・地域支援チームによる、技術、財務、労務改善のための支援（モデルＪＡ１か所・１戸） 

・ＪＡグリーン長野管内の栽培農家１戸を選定し、地域及び県域支援チームで技術、財務、

労務改善の課題解決のための支援を実施（（（（6666 月月月月 13131313 日、日、日、日、7777 月月月月 28282828 日）日）日）日）。 

・えのきたけの高温域培養適性品種の導入促進（モデル培養センター１か所） 

・シナノアーリー（えのきたけ長菌 17号）をＪＡグリーン長野管内１培養センター利用農家

５戸において導入し、実用性の評価を実施（（（（9999 月月月月 3333 日）日）日）日）。 

○ トルコギキョウの秋出荷作型の拡大に対する支援 

・県単事業等によるモデルほ場の設置（１地区） 

・暖房施設等を備えたモデルほ場を千曲市に設置し、管内への波及を図るための調査、現地

検討会を開催予定予定予定予定。 

・主に 11 月の安定出荷に向けた、大苗定植試験展示ほ（7777 月月月月 24242424 日、日、日、日、8888 月月月月 7777 日日日日定植定植定植定植）を千曲市

力石力石力石力石に 1ヵ所設置。今後の普及に向けた調査、現地検討会を開催予定。 

○
新
高温対策等品質向上技術の推進（展示ほ１か所） 

・遮熱資材の展示ほを設置（長野市松代松代松代松代）した。した。した。した。 

・２回切り作型技術の普及（講習会２回） 

・ＪＡグリーン長野管内を中心に、講習会を実施((((８月１日８月１日８月１日８月１日))))。 

○ 実需者ニーズに対応した高品質な果菜類の生産拡大に対する支援 

・トマト、キュウリ等の導入促進（研修会３回） 

・長野市内の若手農業者を中心に、病害虫診断研修７月 10日、10 月、11月の計計計計３回、  

環境にやさしい農業、栽培技術等に関する研修会を実施予定予定予定予定。 

重点戦重点戦重点戦重点戦略略略略３３３３：：：：恵まれた立地条件を活かした特色ある産地づくり恵まれた立地条件を活かした特色ある産地づくり恵まれた立地条件を活かした特色ある産地づくり恵まれた立地条件を活かした特色ある産地づくり    



長野・Nagano 
・カラーピーマンにおける天敵利用技術の普及（試験ほ１かヶ所、研修会６回） 

・ＪＡながの飯綱カラーピーマン研究会を対象に天敵と微生物農薬、黄色ＬＥＤ等を利用し

たＩＰＭ試験圃を３ヵ所設置。研修会は 4 月 18日、6 月 18 日、7777 月月月月 24242424 日、日、日、日、８月８日、８月８日、８月８日、８月８日、計計計計

15151515 人人人人実施済。今後 10 月、12121212 月月月月に実施予定。 

○ 受精卵移植による黒毛和種子牛の生産拡大に対する支援 

・受精卵移植技術者の養成と技術向上（技術向上１名） 

・現地指導（年４回・北信畜産酪農センター）：現地指導を：現地指導を：現地指導を：現地指導を 2222 回実施回実施回実施回実施（（（（7777 月月月月 4444 日、日、日、日、7777 月月月月 18181818 日）日）日）日） 

・技術向上のための情報提供（年６回）：研修会、連絡会議による情報提供を：研修会、連絡会議による情報提供を：研修会、連絡会議による情報提供を：研修会、連絡会議による情報提供を 3333 回実施回実施回実施回実施（（（（3333 月月月月

20202020 日、日、日、日、6666 月月月月 17171717 日、日、日、日、9999 月月月月 8888 日）日）日）日） 

・酪農家に対する黒毛和種受精卵の移植支援（対象農家巡回１回） 

・北信畜産酪農営農センター管内でまとめて移植の推進：まとめて移植：まとめて移植：まとめて移植：まとめて移植 1111 回実施回実施回実施回実施（（（（1111 牧場）牧場）牧場）牧場） 

・移植実施農場の巡回技術指導（１０戸、各１回）：：：：7777 月に巡回技術指導を実施月に巡回技術指導を実施月に巡回技術指導を実施月に巡回技術指導を実施（（（（7777 月月月月 8888 日～日～日～日～

8888 月月月月 1111 日）日）日）日） 

○
新
黒毛和種受精卵移植実施農場の生産支援（10 戸） 

・ET 和子牛哺育マニュアル普及 

・繁殖検診（２０頭） 

○
新
長期不受胎牛への受精卵移植の普及定着支援（２戸） 

・長期不受胎、夏期不受胎が問題となっている酪農家での繁殖検診 

・長期不受胎、夏期不受胎牛に対する追い移植の実施（１０頭）：：：：8888 月から夏期不受胎対策を月から夏期不受胎対策を月から夏期不受胎対策を月から夏期不受胎対策を    

実施中実施中実施中実施中（（（（3333 戸）戸）戸）戸） 

 

 

【達成指標】 （※は H25 年度実績見込み及び今後の方針を踏まえ、H29 年度目標を上回る計画値を設定） 

目標指標 H22 基準年 H26 計画 H29 目標年 

ワイン用ぶどう栽培面積 29ha 38ha 40ha 

商談会等における成約件数（H25～累計） 0 件 ※ 57 件 30 件 

信州の伝統野菜栽培面積 5.8ha ※ 8.8ha 8.0ha 

○ 遊休農地等へのワイン用ぶどう等の作付けを推進するため、基盤整備等への支援 

・ワイン用ぶどう栽培者に対する技術向上支援（巡回指導） 

・長野市、千曲市、坂城町、高山村の栽培者に対する個別巡回指導、検討会の実施検討会の実施検討会の実施検討会の実施 

・効果的な病害虫防除、施肥等による高品質なワイン用ぶどうの生産支援（巡回指導） 

高山村ワインぶどう研究会員に対する病害虫防除等栽培技術支援 

○ 販路拡大や加工品開発等、経営強化を目指す農業者の取組への支援 

・商談会（１回）や個別マッチングによる販路拡大機会の提供 

・「東北信うまいものまるごと大商談会 2014」と題して売り込み型商談会を開催し、生産者

の新規販路開拓による経営向上と資質向上を目指す。期日：9 月 5 日（金）場所：ホテル

国際２１。商談会全商談会全商談会全商談会全体でバイヤー体でバイヤー体でバイヤー体でバイヤー19191919 者、サプライヤー者、サプライヤー者、サプライヤー者、サプライヤー52525252 者参加。者参加。者参加。者参加。 

○
拡
実需の要望に対応できる生産者の育成や６次産業化、農商工連携を目指す農業者への支援 

・地域推進員等と連携し、農業者への支援を行う。特に６次産業化については、６次産業化

法に基づく総合化事業計画及び６次産業化ネットワーク活動交付金実施計画書の作成支

援。相談件数相談件数相談件数相談件数 14141414 件件件件（うち新規相談（うち新規相談（うち新規相談（うち新規相談 9999 件）、総合化事業計画認定件数件）、総合化事業計画認定件数件）、総合化事業計画認定件数件）、総合化事業計画認定件数 2222 件。件。件。件。 

○
拡
生産者の商品開発力、販売力強化のための講座の開催（３回） 

・「東北信うまいものまるごと大商談会 2014」参加者を対象に、ＦＣＰシートの記入方法、

商談の基本等について商談会準備講座を開催。延べ延べ延べ延べ 134134134134 人参加。人参加。人参加。人参加。  

第 1 回：6月 25 日（水） 第 2回：7 月 7 日（月） 第 3 回：8月 21 日（木） 

重点戦重点戦重点戦重点戦略略略略４４４４：：：：地域資源の活用と新たな付加価値の創出による魅力ある農地域資源の活用と新たな付加価値の創出による魅力ある農地域資源の活用と新たな付加価値の創出による魅力ある農地域資源の活用と新たな付加価値の創出による魅力ある農業・農村づく業・農村づく業・農村づく業・農村づくりりりり     



長野・Nagano 
○ 需要に応じた伝統野菜の生産安定に向けた取組への支援 

・安定生産のための技術講習会等の開催支援（講習会３回） 

・栽培技術講習会１回１回１回１回（（（（7777 月）八町きゅうり月）八町きゅうり月）八町きゅうり月）八町きゅうり、栽培試験成績検討会１回（小布施丸なす、八

町きゅうり） 

・生産ほ場巡回指導会の開催 小布施丸なす小布施丸なす小布施丸なす小布施丸なす 3333 回、回、回、回、八町きゅうり八町きゅうり八町きゅうり八町きゅうり 5555 回実施回実施回実施回実施 

・生産者団体等の希望により、講習会等へ大学教授等の講師派遣を支援 

 小布施丸なす小布施丸なす小布施丸なす小布施丸なす大学教授育苗状況検討会実施（大学教授育苗状況検討会実施（大学教授育苗状況検討会実施（大学教授育苗状況検討会実施（4444 月）月）月）月）    

    灰原辛味大根採種指導会に大学教授を講師派遣（灰原辛味大根採種指導会に大学教授を講師派遣（灰原辛味大根採種指導会に大学教授を講師派遣（灰原辛味大根採種指導会に大学教授を講師派遣（6666 月）月）月）月）    

    八町きゅうり種苗会社講師派遣八町きゅうり種苗会社講師派遣八町きゅうり種苗会社講師派遣八町きゅうり種苗会社講師派遣ほ場巡回指導会ほ場巡回指導会ほ場巡回指導会ほ場巡回指導会実施（実施（実施（実施（7777 月）月）月）月） 

・伝統野菜振興研修会の開催（１回） 

・須高地区伝統野菜研修会の開催（１回） 

・県主催による産地情報交換会の開催 

○ 「おいしい信州ふーど(風土)」ネット等による消費者等への情報発信や食育の推進を

支援 

・「おいしい信州ふーど（風土）」ネットへの旬の情報の掲載 

・地域の農産物の収穫状況、イベント情報について随時掲載。 

○
新
「おいしい信州ふーど（風土）」ＳＨＯＰ登録店の拡大支援 

・「おいしい信州ふーど（風土）」の取扱い及び情報発信を行う店舗を、「おいしい信州ふーど

（風土）」ＳＨＯＰとして 123123123123 店舗店舗店舗店舗登録登録登録登録（累計）（累計）（累計）（累計）。 

○
新
「おいしい信州ふーど（風土）」名人（８人）による長野県産農畜産物のブランド力の向上

のための情報発信 

・「おいしい信州ふーど（風土）」名人と連携し、地域における「おいしい信州ふーど（風土）」 

のＰＲ活動を進める。名人の登録作業については随時実施。 

・地域特産物のブランド化を図るため、原産地呼称管理制度や信州の伝統野菜認定制度、信

州プレミアム牛肉認定制度の取組を推進するとともに消費拡大に向けた取組を支援 

・原産地呼称管理制度(米)について､申請者申請者申請者申請者4444名名名名5555件からの件からの件からの件からの申請申請申請申請を支援を支援を支援を支援((((6666月月月月))))。。。。 

・伝統野菜の料理教室開催 八町キュウリ（八町キュウリ（八町キュウリ（八町キュウリ（7777 月）月）月）月）17171717 名名名名        小布施丸なす（小布施丸なす（小布施丸なす（小布施丸なす（8888 月）月）月）月）25252525 名名名名    

村山早生ごぼう（村山早生ごぼう（村山早生ごぼう（村山早生ごぼう（9999 月）月）月）月）25252525 名名名名 

・小中学校等への旬ちゃん訪問により郷土食の継承や食育を推進 

・長野県農畜産物普及推進協議会と連携し実施（（（（11111111 月月月月坂城町にて１件訪問予定坂城町にて１件訪問予定坂城町にて１件訪問予定坂城町にて１件訪問予定）。）。）。）。 

 

【達成指標】 （※は H25 年度実績見込み及び今後の方針を踏まえ、H29 年度目標を上回る計画値を設定） 

目標指標 H22 基準年 H26 計画 H29 目標年 

遊休農地の再生・利用面積（単年度） 43ha 184ha 184ha 

そば作付面積 391ha ※ 580ha 482ha 

都市農村交流人口 39,060 人 44,600 人 48,500 人 

○ そば、うめ等による遊休農地の解消に向けた取組への支援 

・経営所得安定対策制度の活用によるそばの作付推進 

・ソバ「長野Ｓ８号(信州ひすいそば)」の導入の推進 

・遊休農地及び遊休化前農地におけるうめの栽培推進 

・ＪＡと連携した栽培推進のための啓発活動の実施（長野市小田切） 

・耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の活用による再生・利用の取組を支援 

・市町村・ＪＡ等担当者会議の開催による推進（６月 23 日） 

・生産・販売と一体的な再生活用の推進 

重点戦重点戦重点戦重点戦略略略略５５５５：：：：中山間地域等の特性を活かした中山間地域等の特性を活かした中山間地域等の特性を活かした中山間地域等の特性を活かした元気な元気な元気な元気な農業・農村づくり農業・農村づくり農業・農村づくり農業・農村づくり    



長野・Nagano 
・モデル地区の設定（坂城町、醸造用ぶどう）                  

・中山間地域における農村活力創出の支援（1 地区） 

・モデル地区設定（（（（小川村小川村小川村小川村 1111 か所）か所）か所）か所） 

○
新
「信州ひすいそば」（品種名：長野Ｓ8 号）の生産拡大推進(H25 3ha→H26 8ha) 

・長野市、高山村、信濃町で 16.5ha 栽培見込 

○ 地域の特徴的な品目の振興や集落ぐるみの野生鳥獣による被害防止活動に対する支援 

・西山大豆適正管理の徹底と土壌病害対策の推進による品質向上（３等以上 90%） 

・西山大豆栽培講習会の開催（5～10 月、3回、基本技術と立枯性土壌病害対策について） 

・西山在来鞍掛豆（西山浸 98-5）の作付と種子採種と品種のＰＲ 

・西山地域での野菜セミナーの開催による販売農家の育成（新規 5 人） 

・講座の開催（4 月から 11 月、合計８回開催） 

・地元農産物を雪室等で貯蔵して出荷時期を調整し、付加価値を高めて販売するための取組

推進（１地区） 

・飯綱町で取組み。「雪ねむりりんご」は販売（4月 5 日～5555 月月月月 28282828 日日日日、飯綱町横手直売所他）

のほかのほかのほかのほか、、、、県外イベントで活用。県外イベントで活用。県外イベントで活用。県外イベントで活用。雪ねむりそばは、よこ亭での食事提供（6月 20日～8888 月月月月 25252525

日日日日）するほか、半生そばとしてパック販売パック販売パック販売パック販売（5 月下旬～横手直売所、ＪＡ店舗、よこ亭等

で販売）。試験場と連携して、貯蔵していた試験場と連携して、貯蔵していた試験場と連携して、貯蔵していた試験場と連携して、貯蔵していた玄米の玄米の玄米の玄米の食味値調査を実施。食味値調査を実施。食味値調査を実施。食味値調査を実施。 

・雪室プロジェクトワーキンググループ会議の開催（随時） 

・野生鳥獣による被害を防止するため、市町村等と長野地域野生鳥獣被害対策チーム（地方

事務所、普及センター）が連携し、集落ぐるみによる防除対策や捕獲対策、侵入防止柵の

設置等、総合的な取組を推進 

・長野地域野生鳥獣害被害対策チーム会議の開催（7 月 17日） 

・集落の被害対策自立支援（（（（7777 月月月月長野市戸隠地区、長野市戸隠地区、長野市戸隠地区、長野市戸隠地区、8888 月月月月長野市鬼無里地区長野市鬼無里地区長野市鬼無里地区長野市鬼無里地区）））） 

○ 観光や食文化等農村資源を活用した生産者と消費者を結びつける都市農村交流の促進 

・地域農産物の消費拡大のためグリーン・ツーリズムなど都市と農村の交流の支援 

・H24 都市農村交流活動の実施状況調査の実施（5 月） 

・地事ホームページで農作業体験やりんご狩り等の情報を提供 

○ 広域営農団地農道整備による交通アクセスの改善 

・豊野幹線の整備を推進（三念沢橋梁の建設（～H28）、宇佐美沢橋梁の建設（～H27）ほか） 

・三念沢橋梁右岸橋台工事：H25.8.12～H27.3.9（予定） 

・  〃  上部工事：H26.3.14～H29.3.6（予定） 

・宇佐美沢橋梁橋脚工事：H25.10.15～H26.12.26（予定） 

・   〃   上部工事：H26.2.10～H28.3.4（予定） 

 

 

【達成指標】（※は H25 年度実績見込み及び今後の方針を踏まえ、H29 年度目標を上回る計画値を設定） 

目標指標 H22 基準年 H26 計画 H29 目標年 

地域ぐるみで取り組む農地・水・環境の保全活動面積 890ha 1,024ha 1,069ha 

環境保全型農業直接支援対策面積 (H23) 16ha ※100ha 32ha 

農業用水を活用した小水力発電の容量 7kW 7kW 37kW 

○ 地域ぐるみで取り組む農地・水・環境の保全活動に対する支援 

・地域の核となるリーダーの育成（リーダー育成研修への参加促進） 

・例年実施される国主催のリーダー育成研修への参加（（（（10101010 月月月月 29292929 日～日～日～日～31313131 日（予定））日（予定））日（予定））日（予定）） 

・中山間地域農業直接支払事業、多面的機能支払事業等を活用し、地域ぐるみで取り組む農

地・農業用水等農村資源の維持と多面的機能の発揮を図る取組への支援 

重点戦重点戦重点戦重点戦略略略略６６６６：：：：環境との調和を目指した農村機能の充実環境との調和を目指した農村機能の充実環境との調和を目指した農村機能の充実環境との調和を目指した農村機能の充実    



長野・Nagano 
・中山間地域農業直接支払事業推進・・・市町村基本方針の改定支援（千曲市）支援（千曲市）支援（千曲市）支援（千曲市） 

・多面的機能支払（H25 年度までの農地・水保全管理支払に変えて H26 年度から創設（一部

組替））・・・制度の定着に向けて市町村が中心となって啓発活動を実施中（本年度交付金

については 12 月が申請期限）。市町村が行う啓発活動を地方事務所が支援（4444 月から月から月から月から 9999 月月月月

までにまでにまでにまでに出前講座等をををを 15151515 回実施。今後も積極的に支援していく回実施。今後も積極的に支援していく回実施。今後も積極的に支援していく回実施。今後も積極的に支援していく）。 

○ 環境にやさしい農業に取り組む農業者(組織)への技術習得支援や消費者の理解促進の

ための情報発信等 

・エコファーマーや環境にやさしい農産物認証制度の導入技術相談や導入計画作成支援、技

術導入支援（エコファーマー相談会３か所、農産物認証１回） 

・エコファーマー相談会：信濃町、飯綱町、小川村で実施済み。今後も飯綱町での追加実施 

を予定。 

・信州の環境にやさしい農産物認証説明会：１２月頃開催予定 

・環境保全型農業直接支払交付金の取組支援 

・市町村・市町村・市町村・市町村等担当者会議等担当者会議等担当者会議等担当者会議（（（（4444 月１回月１回月１回月１回、、、、10101010 月１回予定月１回予定月１回予定月１回予定））））等で啓発し、取組を呼びかけたところ、等で啓発し、取組を呼びかけたところ、等で啓発し、取組を呼びかけたところ、等で啓発し、取組を呼びかけたところ、

3333 市町村が新規取組し、市町村が新規取組し、市町村が新規取組し、市町村が新規取組し、2222 市町が取組面積を拡大した。市町が取組面積を拡大した。市町が取組面積を拡大した。市町が取組面積を拡大した。 

・農産物の安全・安心を消費者にＰＲするため、ＧＡＰ（農業生産工程管理）の導入を推進 

・農産物直売所を対象としての説明会の開催(6月)及びモデル直売所の設置 

・県ホームページ等による消費者への情報発信 

・基礎データ、経過等の情報をホームページで発信、イベント等情報についてブログを活用

して発信。 

○ 水路等の農業水利施設を利用した小水力発電施設の設置に向けた取組への支援 

・県営かんがい排水事業の推進（長野市・里島地区（善光寺平用水）：小水力発電設備の建設 

１か所(～H27)） 

・H26：小水力発電施設実施設計。H27 年度の工事完成を目指す。 

○ 地すべり防止区域の適切な管理 

・地すべり防止区域の巡視や地すべり防止施設の維持保全等（一部市町村委託）、日常的な管

理を実施（41区域） 

・職員による巡回点検を随時実施 

・管理の一部について、H26.4.1 付けで長野市、千曲市、高山村に委託 

・地すべり対策事業（国補）を実施（継続５地区） 

・継続地区：松葉、長岩、天間芦沢、上河、塩本（いずれも長野市） 

 



 

 

 

第２期長野県食と農業農村振興計画の見直し項目 

 

Ⅰ 担い手への農地利用集積の促進 

 

Ⅱ 米や地域振興作物等の生産振興 

 

Ⅲ 地域ぐるみで取り組む農地・水・環境の保全活動の推進 

 

Ⅳ 農産物等の輸出促進 

 

〔その他〕 

・達成指標「信州プレミアム牛肉の認定頭数」の上方修正 

・人口減少社会への対応（人口定着・確かな暮らし実現） 

 

 

長野地区における農業農村振興計画の見直し項目 

 

  重点戦略６  環境との調和を目指した農村機能の充実  のうち 

□ 農地・水保全管理活動面積  の部分 

 

 

資料２ 



＜Ⅰ＜Ⅰ＜Ⅰ＜Ⅰ    担い手への農地利用集積の促進＞担い手への農地利用集積の促進＞担い手への農地利用集積の促進＞担い手への農地利用集積の促進＞    

夢に挑戦する農業夢に挑戦する農業夢に挑戦する農業夢に挑戦する農業    

    

 

 

 

 

 

＜状況の変化・＜状況の変化・＜状況の変化・＜状況の変化・国の国の国の国の新たな施策＞新たな施策＞新たな施策＞新たな施策＞    

１ 国は、農地の利用集積・集約化を進め、今後 10 年間で担い手の農地利用が全農地の８割を

占める農業構造を実現するため、都道府県ごとに「農地中間管理機構」を設立 

（平成 25年 12 月、関連法律成立） 

２ 農地中間管理機構の業務 

  ① 地域内の分散錯綜した農地を農地中間管理機構が借り受け 

  ② 必要な場合には基盤整備等の条件整備を行い、担い手がまとまりのある形で農地を利用で

きるよう配慮して貸し付け 

  ③ 農地中間管理機構は、当該農地について農地として管理 

  ④ 農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村等に委託し、農地中間管理機構を中心とす

る関係者の総力で農地集積・耕作放棄地解消を推進 

 

【【【【計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）】】】】    

○農地中間管理機構の活用により、貸借を中心に担い手への利用集積・集約化を加速 

○農地中間管理事業のインセンティブとなる「機構集積協力金」を有利に活用できる 29 年度ま

での集中的な推進 

    

【達成指標】【達成指標】【達成指標】【達成指標】    （（（（P19P19P19P19））））    

目標指標目標指標目標指標目標指標    平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    

（目標）（目標）（目標）（目標）    

設定の考え方設定の考え方設定の考え方設定の考え方    

担い手への農地利用

集積率 

３９％ 

５３５３５３５３％％％％    

５１％ 

認定農業者等担い手への農地の利用

集積について、耕地面積の 53％（集

積目標面積：58,000ha）をめざす 

【【【【新たな新たな新たな新たな指標の設定根拠】指標の設定根拠】指標の設定根拠】指標の設定根拠】    

○人・農地プランにおける担い手の規模拡大計画により、現行で想定した規模拡大以上の経営

規模を目指すことを想定し、上積み分を配分。 

○計画期間内に、高齢農家のリタイア等により耕作されなくなる農地が 11,000ha 程度発生する

と見込んだが、農地中間管理機構の創設に伴い、出し手農家へのインセンティブが働き、更

に 3,000ha の出し手面積を想定。 

○目標集積率は、 

・規模拡大によるコスト低減等集積効果の高い平坦水田地域では、67％まで向上させる 

・園芸地域では、野菜地帯において意欲ある担い手への集積を促進するほか、果樹園の円滑

な継承等に取り組み、54％へ引き上げる 

・集積・集約化の難易度が高い中山間地域では、農地の 25％程度の集積を図る 

○これらにより、県全体では新たな集積率の目標値を 53％に設定 

㋐ 高い技術と経営力を持つ企業的農業経営体の育成高い技術と経営力を持つ企業的農業経営体の育成高い技術と経営力を持つ企業的農業経営体の育成高い技術と経営力を持つ企業的農業経営体の育成    （（（（P18P18P18P18～～～～20202020）））） 

夢ある農業を実践する経営体の育成夢ある農業を実践する経営体の育成夢ある農業を実践する経営体の育成夢ある農業を実践する経営体の育成 １１１１    

第１節第１節第１節第１節    



    

【計画の見直し（【計画の見直し（【計画の見直し（【計画の見直し（見直しにより追記する事項見直しにより追記する事項見直しにより追記する事項見直しにより追記する事項）の概要）の概要）の概要）の概要】】】】    

●●●●    農地の利用集積による規模拡大の促進農地の利用集積による規模拡大の促進農地の利用集積による規模拡大の促進農地の利用集積による規模拡大の促進    （（（（P19P19P19P19））））    

� 地域の農業者や地権者の意向に基づき合意形成された農地について、農地中間管理事業に

より利用集積に向けた協力・調整を行います。 

� 農地の利用集積に当たっては、農地の出し手にインセンティブが働く機構集積協力金の優

遇単価交付期間に集中的に取り組み、積極的な農地中間管理事業の活用を促進します。 

� 市町村や農地利用集積円滑化団体が行う農地の利用調整活動を推進し、効率的・効果的な

農地の利用を支援します。 

 

【農地の集積・集約化【農地の集積・集約化【農地の集積・集約化【農地の集積・集約化（（（（イメージイメージイメージイメージ））））】】】】    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

   

  

 

Ａさん耕作Ａさん耕作Ａさん耕作Ａさん耕作    

Ｂさん耕作Ｂさん耕作Ｂさん耕作Ｂさん耕作    

Ａさん耕作Ａさん耕作Ａさん耕作Ａさん耕作    

ＥＥＥＥ    

さんさんさんさん

耕作耕作耕作耕作    

       Ａさん耕作Ａさん耕作Ａさん耕作Ａさん耕作    

ＢさんＢさんＢさんＢさん

耕作耕作耕作耕作    

ＣさんＣさんＣさんＣさん

耕作耕作耕作耕作    

ＢさんＢさんＢさんＢさん

耕作耕作耕作耕作    

Ｄさん耕作Ｄさん耕作Ｄさん耕作Ｄさん耕作    

ＢさんＢさんＢさんＢさん

耕作耕作耕作耕作    

ＣさんＣさんＣさんＣさん

耕作耕作耕作耕作    

Ａさん、Ｂさん、Ｃさん、Ｄさん、Ｅさん

が耕作を行っているが、ほ場が分散し、 

作業効率が悪い。 

現状現状現状現状    

高齢化等によりＤさんは規模縮小、Ｅさんは

離農したため経営転換協力金を交付。 

その分の農地がＡさん、Ｂさん、Ｃさんに集

積・集約された。 

話合いにより農地の利用調整を実施話合いにより農地の利用調整を実施話合いにより農地の利用調整を実施話合いにより農地の利用調整を実施    

Ａさん耕作Ａさん耕作Ａさん耕作Ａさん耕作    

Ａさん耕作Ａさん耕作Ａさん耕作Ａさん耕作    

Ａさん耕作Ａさん耕作Ａさん耕作Ａさん耕作    

ＢＢＢＢさんさんさんさん

耕作耕作耕作耕作    

ＢさんＢさんＢさんＢさん

耕作耕作耕作耕作    

ＢさんＢさんＢさんＢさん    

耕作耕作耕作耕作    

ＢＢＢＢさん耕作さん耕作さん耕作さん耕作    

ＣＣＣＣ    

さんさんさんさん

耕作耕作耕作耕作    

ＣＣＣＣさんさんさんさん

耕作耕作耕作耕作    

ＣＣＣＣさんさんさんさん

耕作耕作耕作耕作    

ＤＤＤＤ    

さんさんさんさん

耕作耕作耕作耕作    



＜参考資料＞ 担い手への農地利用集積率の新たな指標の設定根拠 

 

１ 達成指標 

【設定根拠】 

（１） 機構集積協力金のインセンティブにより、農地を貸付ける動きが加速し流動化する農地は、当初計

画から３，０００ｈａ増加し、１４，０００ha 程度になると見込む (早期リタイア面積) 

（２） 人・農地プランを参考に、担い手経営体の規模拡大後の経営面積を見直す 

   ■認定農業者：(H22)3.2ha → (H29) 4.6ha （拡大率 145%） 

   ■担い手候補：(H22)1.3ha → (H29) 1.4ha （拡大率 110%） 

（３） 県の目標集積率は、５３％とする 

項目 

経  過（実 績） 

 

 

Ｈ２９ 目標 

Ｈ１７年 Ｈ２２年 

担い手への農地利用 

集積率（％） 

－ ３９％ 

５３％ 

５１％ 

                                                

【担い手の目標】 

区  分 

平成 22 年 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 

経営体数 面積（ha） 経営体数 面積（ha） 

認定農業者等 7,939 25,473 9,000 

38,000 

36,500 

 

認定農業者(集落営農除く) 6,899 22,195 7,000 

32,200 

30,200 

基本構想水準到達者 1,040 3,278 2,000 6,300 

担い手候補 

（今後育成すべき農業者） 

4,398 5,925 4,250 

6,000 

5,000 

集落営農組織 212 12,230 250 13,500 

合      計 12,549 43,628 13,500 

58,000 

55,000 

                                  ※一層の規模拡大を進め経営体数は見直ししない 

【平均経営規模】 

（１）人・農地プランにおける規模拡大計画 

 基準年(H22)の平均経営規模(3.2ha、1.3ha)に近似する規模のプランを抽出し、平均拡大率を算出する 

市町村名 プラン地区名 

平均経営規模(ha/経営体) 

平均拡大率(%) 

現状 計画（プラン） 

松本市他 20 市町村 岡田、今井他 

3.0～3.9 

(平均 3.4) 

3.5～7.4 

(平均 4.9) 

145% 

飯田市他８市町村 座光寺、飯田他 

1.0～1.4 

(平均 1.1) 

1.1～1.5 

(平均 1.3) 

110% 

                                

（２）上記（１）の平均拡大率に基づき「認定農業者」及び「担い手候補」の平均経営規模を見直す 

 

 

平均経営規模（ha／経営体） 

H22  H29 拡大率(%) 

認定農業者(集落営農除く) ３．２ 

４．６ 

４．３ 

145% 

134% 

基本構想水準到達者 ３．２ ３．２  

担い手候補(今後育成すべき) １．３ 

１．４ 

１．２ 

110% 

92% 

集落営農組織 ５７．７ ５４  



【推進年次計画】 

項  目 

Ｈ２２年 

(基準年) 

Ｈ２５年 Ｈ２６年 Ｈ２７年 Ｈ２８年 

Ｈ２９年 

(目標年) 

利用集積 

面積 

（集積率） 

43,628ha 

(39%) 

44,000ha 

(40%) 

46,200ha 

(42%) 

50,400ha 

(46%) 

54,500ha 

(50%) 

58,000ha 

(53%) 

 

 

＜参考１＞  地域別指標 

地域区分 主な市町村 

Ｈ２２ 
 

 

 

Ｈ２９ 目標 

農地集積率（％） 農地集積率（％） 

都市地域 長野市、松本市他８ ２８％ ４３％ 

平坦水田地域 佐久市、伊那市他 13 ５３％ ６７％ 

園芸地域 塩尻市、東御市他 26 ４１％ ５４％ 

中山間地域 木曽町、筑北村他 22 １９％ ２５％ 

全県 77 市町村 ３９％ ５３％ 

 

 

＜参考２＞ 農地中間管理事業の活用による１０年間の見通し（累計） 

 

 

　年度別事業量目標（ストックベース） （単位:ha)

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

110,100 109,700 109,300 109,000 108,200 107,400 106,600 105,800 105,000 104,400

46,200 50,400 54,500 58,000 60,500 62,700 64,800 66,900 68,800 70,500

15,990 16,390 16,790 17,190 17,590 17,990 18,390 18,790 19,190 19,590

23,010 26,510 30,010 32,910 34,810 36,410 37,910 39,410 40,710 41,810

500500500500 3,0003,0003,0003,000 5,5005,5005,5005,500 8,0008,0008,0008,000 9,6009,6009,6009,600 11,10011,10011,10011,100 12,50012,50012,50012,500 14,00014,00014,00014,000 15,30015,30015,30015,300 16,40016,40016,40016,400

( 500) ( 2,500) ( 2,500) ( 2,500) ( 1,600) ( 1,500) ( 1,400) ( 1,500) ( 1,300) ( 1,100)

7,200 7,500 7,700 7,900 8,100 8,300 8,500 8,700 8,900 9,100

42% 46% 50% 53% 56% 58% 61% 63% 66% 68%農地集積率(%)

うち中間管理機構にうち中間管理機構にうち中間管理機構にうち中間管理機構に

よる新規設定よる新規設定よる新規設定よる新規設定

（単年の設定面積）

耕地面積

集積面積(ha)

所有権移転

利用権設定

作業受託



＜Ⅱ＜Ⅱ＜Ⅱ＜Ⅱ    米や地域振興作物等の生産振興＞米や地域振興作物等の生産振興＞米や地域振興作物等の生産振興＞米や地域振興作物等の生産振興＞    

 

 

 

 

 

①①①①    土地利用型作物（米・麦・大豆・そば）土地利用型作物（米・麦・大豆・そば）土地利用型作物（米・麦・大豆・そば）土地利用型作物（米・麦・大豆・そば）    （（（（P29P29P29P29～～～～30303030））））    

＜状況の変化・国の新たな施策＞＜状況の変化・国の新たな施策＞＜状況の変化・国の新たな施策＞＜状況の変化・国の新たな施策＞    

国は、「農林水産業・地域の活力創造プラン」を公表し、「産業政策」として経営所得安定対策

及び米政策について、26 年度から以下の見直しを実施 

１ 米政策の見直し 

   平成 30 年産を目途に米の需給調整の手法を見直し、行政による生産数量目標の配分に頼ら

ずとも生産者や集荷業者、団体を中心に、需要に応じた生産が行われる体制を整備 

２ 経営所得安定対策の見直し 

   米の直接支払交付金と米価変動補填交付金は、工程を明らかにした上で廃止するとともに、 

畑作物の直接支払交付金（ゲタ）と米・畑作物の収入影響緩和対策（ナラシ）は一律の規

模要件を外し、対象者を担い手に限定して実施 

３ 水田フル活用の推進 

   麦・大豆・飼料用米など、需要のある作物の生産を振興するとともに、水田フル活用ビジ

ョンに基づき、地域の特色ある魅力的な産地を創造するため、地域振興作物等の取組を推進 

 

こうした国の見直しや、厳しさを増す米の需給状況に的確に対応するため、稲作経営体におい

て、更なる経営規模の拡大や、生産コストの低減技術導入、作物の多角化等の取組により経営安

定を図ることが求められている 

 

【計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）】【計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）】【計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）】【計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）】    

○担い手経営体に農地を集約し、経営力強化に向け重点的に支援 

○転作品目として非主食用米（飼料用米など）や業務用野菜などの園芸作物を推進 

○徹底した低コスト化と収益性向上の取組支援 

○県オリジナル品種「風さやか」の拡大（達成指標の見直し） 

○中山間地域等条件不利地域における集落営農の推進と高付加価値化の取組支援 

    

【達成指標】【達成指標】【達成指標】【達成指標】    （（（（P29P29P29P29））））    

目標指標目標指標目標指標目標指標    平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    

（目標）（目標）（目標）（目標）    

設定の考え方設定の考え方設定の考え方設定の考え方    

実需者ニーズの高い

県オリジナル品種の

普及面積 

米 ０ha 

１，２６０１，２６０１，２６０１，２６０hahahaha    

        ８００ha 

「キヌヒカリ」と「コシヒカリ」

の一部を「風さやか」に転換する 

【新たな指標の設定根拠】【新たな指標の設定根拠】【新たな指標の設定根拠】【新たな指標の設定根拠】    

○稲作経営体の規模拡大による経営力強化を図るため、既存品種との作期分散が可能で価格競争

力が高い、県オリジナル品種「風さやか」を積極的に活用するものとする。 

○「キヌヒカリ」から「風さやか」への全面更新 800ha に加え、温暖化による「コシヒカリ」の

高温障害発生分の 1/2 に相当する 460ha を H29 までに「風さやか」に品種転換する。 

㋐ 消費者や流通の変化を的確に捉えた農畜産物の生産振興消費者や流通の変化を的確に捉えた農畜産物の生産振興消費者や流通の変化を的確に捉えた農畜産物の生産振興消費者や流通の変化を的確に捉えた農畜産物の生産振興     

自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産 ２２２２    



    

【計画の見直し【計画の見直し【計画の見直し【計画の見直し（見直しにより追記する事項）（見直しにより追記する事項）（見直しにより追記する事項）（見直しにより追記する事項）の概要】の概要】の概要】の概要】    

●●●●    経営の規模拡大と安定化支援経営の規模拡大と安定化支援経営の規模拡大と安定化支援経営の規模拡大と安定化支援    （（（（P29P29P29P29））））    

� 主食用米の消費量が減少するなかで、平成 30 年を目途とした国の米の需給調整手法の見直

しは、従来の制度を大きく見直すものであり、需給調整が十分に機能しなかった場合には供

給過剰による米価の下落が懸念されることから、本県の水田農業経営を安定的に維持・発展

させていくため、低コスト生産が可能な水稲作付面積５ha以上の担い手経営体の増加を図

り、面積シェアを現在の 29％から 34％に引き上げます。 

� 水田農業経営における経営力強化と所得向上を図るため、経営モデルを策定し、加工・業務

用野菜など収益性の高い園芸作物の導入を積極的に進めます。 

� ＩＣＴの活用等により水田経営における効率的な作業体系の確立や適正な労務管理等を進

め、徹底した低コスト化と収益性の向上を図ります。 

� 既存品種との作期分散が可能で価格競争力が高い「風さやか」を積極的に活用し、稲作経営

体の経営力強化を図ります。 

� 中山間地域等の条件不利地域については、集落営農の推進や付加価値の高い米づくり、地域

に適した園芸作物などの導入を推進します。 

 

 

 

【参考】米政策（生産調整）の方向 

 

区分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

①

米の生産調整

行政による生産数量

目標の配分に頼らず

とも、需要に応じた

生産が行われるよう

に環境を整備

②

米の直接支払交

付金

15,000円/10a 7,500円/10a

に減額

廃止廃止廃止廃止

③

米価変動補填交

付金

廃止廃止廃止廃止

④米・畑作物の

収入減少影響緩

和対策（ﾅﾗｼ）

現行どおり

⑤

水田活用の直接

支払交付金

拡充拡充拡充拡充

⑥

畑作物の直接支

払交付金(ｹﾞﾀ)

現行どおり

対象者を担い手（認定農業者・集落営農組織・認定就農者）に限定

飼料用米等に生産数量に応じた数量払いを導入

現行どおり国が生産数量目標を配分

対象者を担い手（認定農業者・集落営農組織・認定就農者）に限定

（5.5～10.5万円/10a）

（26年産に限り、別途ナラシ対策非加入者

に対する影響緩和対策を実施）



＜Ⅲ＜Ⅲ＜Ⅲ＜Ⅲ    地域ぐるみで取り組む農地・水・環境の保全活動の推進＞地域ぐるみで取り組む農地・水・環境の保全活動の推進＞地域ぐるみで取り組む農地・水・環境の保全活動の推進＞地域ぐるみで取り組む農地・水・環境の保全活動の推進＞    

皆が暮らしたい農村皆が暮らしたい農村皆が暮らしたい農村皆が暮らしたい農村    

    

 

 

 

 

 

＜状況の変化・＜状況の変化・＜状況の変化・＜状況の変化・国の国の国の国の新たな施策＞新たな施策＞新たな施策＞新たな施策＞    

１ 国は、農政改革のグランドデザインとして「農林水産業・地域の活力創造プラン」を公表

し、農業・農村の持つ多面的機能を発揮するための「地域政策」として、「日本型直接支払制

度」を創設 

２ 「日本型直接支払制度」の創設に伴い、これまでの「農地・水保全管理支払事業」を「多

面的機能支払事業」に見直し 

３ 多面的機能の適切な発揮のための取組を広げていくことが必要であるとし、将来的に「多

面的機能支払」の取組面積を、ほぼ全ての農振農用地で実施することを想定（H26 年度は、全

国の農振農用地 426 万 ha のうち 250 万 ha 程度分（約 58％）を想定） 

４ 「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」において、①多面的機能支払、②

中山間地域等直接支払、③環境保全型農業直接支援を１本の法律で位置付け（H26.6.13 成立、

H27.4.1 より施行） 

 

【【【【計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）】】】】    

〇多面的機能を維持・発揮するため、地域の共同活動を支援することにより、今後、担い手へ

の集中が予想される水路、農道等の維持管理作業を地域ぐるみで支える 

〇多面的機能支払事業は、農業者のみの活動も支援対象となったことを踏まえ、事業制度の啓

発・周知を積極的に行い、市町村等と連携を図りながら保全活動が拡大するよう推進。特に、

取組が低調な畑地帯において、活動の拡大を図る 

〇中山間地域農業直接支払については、制度の基本的枠組みが維持される見込みであり、現行

の推進を継続 

〇事業主体となる市町村の意向を反映し、目標数値を見直す 

 

【達成指標】【達成指標】【達成指標】【達成指標】    （（（（P96P96P96P96））））    

目標指標目標指標目標指標目標指標    平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度    

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    

（目標）（目標）（目標）（目標）    

設定の考え方設定の考え方設定の考え方設定の考え方    

地域ぐるみで取り

組む多面的機能を

維持・発揮するため

の活動面積 

２２，４８４ha 

５５５５００００，０００，０００，０００，０００hahahaha    

２５，０００ha 

多面的機能支払事業及び中山間地域

農業直接支払事業の推進により、農振

農用地面積の約 1/2 の取組をめざす 

【【【【新たな新たな新たな新たな指標の設定根拠】指標の設定根拠】指標の設定根拠】指標の設定根拠】    

 〇多面的機能支払事業及び中山間地域農業直接支払事業の取組目標を、農振農用地面積で水田

35,000ha（農振面積の約 2/3）、畑 15,000ha（農振面積の約 1/3）とする 

※50,000ha は外周面積であり、両事業の重複を 2,700ha 程度見込む 

＜内訳＞ 

・多面的機能支払事業の活動面積を現状（H25 年度）から約 28,000ha 増加 

（H25：14,803ha → H29：42,700ha） 

・中山間地域農業直接支払事業は現行の目標 10,000ha を継続 

 ※本県の中山間地域農業直接支払事業の対象農用地面積は 12,434ha で、実施率は 80％となる 

㋐㋐㋐㋐    農山村の多面的機能の維持と環境保全農山村の多面的機能の維持と環境保全農山村の多面的機能の維持と環境保全農山村の多面的機能の維持と環境保全    （（（（P96P96P96P96～～～～97979797））））    

美しい農村の維持・活用美しい農村の維持・活用美しい農村の維持・活用美しい農村の維持・活用    ３３３３    

第２第２第２第２節節節節    



    

【計画の見直し【計画の見直し【計画の見直し【計画の見直し（見直しにより追記する事項）（見直しにより追記する事項）（見直しにより追記する事項）（見直しにより追記する事項）のののの概要概要概要概要】】】】    

●●●●    農地や農業用水路等の保全管理の推進農地や農業用水路等の保全管理の推進農地や農業用水路等の保全管理の推進農地や農業用水路等の保全管理の推進    （（（（P96P96P96P96））））    

� 取組が進んでいない地域において、市町村等と連携しながら、一層の制度の周知を図ると

ともに、活動組織の立上げや体制づくりを支援します。 

� 畑地かんがい施設を有する畑地帯に対し、事業の活用方法について丁寧な説明を行い、取

組の拡大を図ります。 

 

 

【営農の継続による美しい農村の維持】【営農の継続による美しい農村の維持】【営農の継続による美しい農村の維持】【営農の継続による美しい農村の維持】    （（（（P97P97P97P97））））    

 

 

 

＜多面的機能＞＜多面的機能＞＜多面的機能＞＜多面的機能＞    

◆洪水防止  ◆地すべり防止 

◆水資源のかん養  

◆農村景観の形成 ◆大気の浄化 

 ◆ヒートアイランド抑制 

農村地域の住民農村地域の住民農村地域の住民農村地域の住民    

 
農地農地農地農地    

＜農業生産活動＞＜農業生産活動＞＜農業生産活動＞＜農業生産活動＞    

    

 

 

野生鳥獣対策の野生鳥獣対策の野生鳥獣対策の野生鳥獣対策の

取組取組取組取組    

 
中山間地域農業中山間地域農業中山間地域農業中山間地域農業

直接支払の取組直接支払の取組直接支払の取組直接支払の取組    

多面的機能多面的機能多面的機能多面的機能    

支払支払支払支払の取組の取組の取組の取組    

多面的機能の効用や認知度が増大多面的機能の効用や認知度が増大多面的機能の効用や認知度が増大多面的機能の効用や認知度が増大    

都市地域の住民都市地域の住民都市地域の住民都市地域の住民    

農地の保全面積が増大農地の保全面積が増大農地の保全面積が増大農地の保全面積が増大    

・情報発信・情報発信・情報発信・情報発信    

・リーダー育成・リーダー育成・リーダー育成・リーダー育成    

・研修会・研修会・研修会・研修会        などなどなどなど    

県・市町村・協議会等県・市町村・協議会等県・市町村・協議会等県・市町村・協議会等 

還元還元還元還元    

都市住民（非農家等）都市住民（非農家等）都市住民（非農家等）都市住民（非農家等）    

が参加する取組を拡大が参加する取組を拡大が参加する取組を拡大が参加する取組を拡大 

 

誘誘誘誘    

導導導導    

還元還元還元還元    



＜Ⅳ＜Ⅳ＜Ⅳ＜Ⅳ    農産物等の輸出促進＞農産物等の輸出促進＞農産物等の輸出促進＞農産物等の輸出促進＞    

 

 

 

 

 

 

＜状況の変化・＜状況の変化・＜状況の変化・＜状況の変化・国の国の国の国の新たな施策＞新たな施策＞新たな施策＞新たな施策＞    

１ 国は、平成 25 年８月、「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」を策定し、農林水産

物・食品の輸出額を平成 24 年 4,500 億円から平成 32 年までに１兆円にする目標を設定。オ

ールジャパンで重点品目を重点国・地域へ積極的に輸出 

２ 平成 25 年 12 月、農林水産政策の基本構想となる「農林水産業・地域の活力創造プラン」

を公表し、政策展開の一つとして、輸出の促進などによる「国内外の需要拡大」が示された 

３ 県内では、輸出に意欲的な農業者、生産者団体、農産物流通業者、食品加工業者などの民

間事業者と行政が一体となって、継続的な商業ベースでの輸出促進を図るため、「長野県農産

物等輸出事業者協議会」を平成 26年２月に設立 

 

【【【【計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）】】】】    

○これまでの本県独自の輸出の取組に加え、国が推進するオールジャパンでの輸出に参加 

○農産物に加え、６次産業化により開発された加工食品についても輸出拡大に取り組む 

○達成指標として、新たに農産物等の輸出目標額を設定 

    

【達成指標】【達成指標】【達成指標】【達成指標】    （（（（P62P62P62P62））））    

目標指標目標指標目標指標目標指標    平成平成平成平成 22225555 年度年度年度年度    

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    

（目標）（目標）（目標）（目標）    

設定の考え方設定の考え方設定の考え方設定の考え方    

農産物等の輸出額 121,900 千円 555500000000,000,000,000,000 千円千円千円千円    

海外販路を拡大し、農産物等の輸出額

を現状の４倍にする。 

【【【【新たな新たな新たな新たな指標の設定根拠】指標の設定根拠】指標の設定根拠】指標の設定根拠】    

○果実：国の輸出目標額をベースに、本県の国内シェアや今後の可能性等を勘案して算出 

・りんご 10 倍（H25：72ｔ、13百万円 → H29：720ｔ、130 百万円） 

・なし    4 倍（H25：43ｔ、10百万円 →  H29：170ｔ、 40 百万円） 

・もも   2 倍（H25：81ｔ、20百万円 → H29：160ｔ、 40 百万円） 

・ぶどう  4 倍（H25：31ｔ、14百万円 → H29：120ｔ、 56 百万円） 

○野菜：産地の輸出動向から年 10％の増加を見込み、1.5 倍 

（H25：204ｔ、13 百万円 → H29：300ｔ、20 百万円） 

○花き：産地の意欲的な輸出の取組を考慮し、３倍 

         （H25：5 百万円 → H29：15 百万円） 

○きのこ：大手きのこ産業が現地での生産強化を図っていることから、現状維持 

         （H25：134ｔ、29 百万円 → H29：134ｔ、29 百万円） 

○米：重点品目として積極的に取り組むこととし、10 倍 

         （H25：84ｔ、12 百万円 → H29：840ｔ、120 百万円） 

○加工食品（６次産業化産品）：保存性が高く高付加価値な６次産業化による産品の輸出に積極

的に取り組むこととし、10 倍（H25：5 百万円 → H29：50 百万円） 

㋑ マーケット需要の把握による戦略的な生産・販売拡大と輸出促進マーケット需要の把握による戦略的な生産・販売拡大と輸出促進マーケット需要の把握による戦略的な生産・販売拡大と輸出促進マーケット需要の把握による戦略的な生産・販売拡大と輸出促進    

（（（（P62P62P62P62～～～～63636363）））） 

信州ブランドの確立とマーケットの創出信州ブランドの確立とマーケットの創出信州ブランドの確立とマーケットの創出信州ブランドの確立とマーケットの創出 ３３３３    



    

【計画の見直し【計画の見直し【計画の見直し【計画の見直し（見直しにより追記する事項）（見直しにより追記する事項）（見直しにより追記する事項）（見直しにより追記する事項）の概要の概要の概要の概要】】】】    

●●●●    意欲ある事業者による農産物等の輸出促進と海外での信州ファンづくり意欲ある事業者による農産物等の輸出促進と海外での信州ファンづくり意欲ある事業者による農産物等の輸出促進と海外での信州ファンづくり意欲ある事業者による農産物等の輸出促進と海外での信州ファンづくり    （（（（P63P63P63P63））））    

� 輸出に意欲的な農業者、生産者団体、農産物流通業者、食品加工業者などの民間事業者と

行政機関で組織する、「長野県農産物等輸出事業者協議会（平成 26 年２月設立）」が中心と

なり、継続的な商業ベースの輸出を促進します。 

� オールジャパンでの輸出を促進する組織にも積極的に参加し、他県産地と連携した輸出に

取り組みます。特に、りんごについては、中間層（ボリュームゾーン）向けの輸出を視野

に取り組みを拡大します。 

� 農産物に加え、６次産業化により開発された加工食品の輸出を拡大するため、現地の嗜好

に合った商品開発を支援します。 

    



＜※〔その他〕達成指標「信州プレミアム牛肉の認定頭数」の上方修正＜※〔その他〕達成指標「信州プレミアム牛肉の認定頭数」の上方修正＜※〔その他〕達成指標「信州プレミアム牛肉の認定頭数」の上方修正＜※〔その他〕達成指標「信州プレミアム牛肉の認定頭数」の上方修正＞＞＞＞    

 

 

 

 

 

③③③③    畜畜畜畜    産産産産    （（（（P41P41P41P41～～～～44444444））））    

＜状況の変化・＜状況の変化・＜状況の変化・＜状況の変化・国の国の国の国の新たな施策＞新たな施策＞新たな施策＞新たな施策＞    

１ 飼養管理技術の向上や新たな認定農場の増加等により、県内出荷分の認定頭数が増加 

２ 関西市場（大阪・京都）出荷分については、年間 900 頭の認定を見込んでいたが、飼育管

理技術の向上等により、想定よりも枝肉格付等級やオレイン酸値の基準を上回る牛が多く出

荷されたことから、計画を大幅に上回る認定頭数となった 

３ 平成 25 年度は、既に 29 年度目標の 2,200 頭を大きく上回る 2,988 頭を認定 

 

【信州プレミアム牛肉の認定頭数の推移】                （単位：頭） 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 計 

県内 482 844 1,182 1,537 1,672 5,717 

県外 － － － 405 1,316 1,721 

計 482 844 1,182 1,942 2,988 7,438 

 

 

【【【【計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）】】】】    

○平成 25年度実績が当初目標を大きく上回ったため、目標数値を見直す 

    

【達成指標】【達成指標】【達成指標】【達成指標】    （（（（P41P41P41P41））））    

目標指標目標指標目標指標目標指標    

平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度    

平成 22 年度 

平成平成平成平成 29292929 年度年度年度年度    

（目標）（目標）（目標）（目標）    

設定の考え方設定の考え方設定の考え方設定の考え方    

信州プレミアム牛肉

の認定頭数 

２，９８８頭２，９８８頭２，９８８頭２，９８８頭    

  ８４４頭 

３，７００３，７００３，７００３，７００頭頭頭頭    

２，２００頭 

優れた産肉能力をもつ繁殖雌牛と受

精卵移植技術の活用等により優良肥

育素牛生産を更に拡大するとともに、

新規登録流通業者の認定を進めるこ

とにより流通拡大を図り、現状の 1.2

倍の認定頭数をめざす 

【【【【新たな新たな新たな新たな指標の設定根拠】指標の設定根拠】指標の設定根拠】指標の設定根拠】    

新たに目標を設定するにあたり、平成 25年度認定頭数：2,988 頭に対し、 

○当初計画の繁殖牛の遺伝的改良や飼養管理技術の向上による増加：200 頭 

○新たな登録流通業者を通じて出荷する牛の増加：500 頭 

を見込み、平成 29 年度の目標を 3,700 頭とする（2,988＋200＋500≒3,700） 

 

㋐ 消費者や流通の変化を的確に捉えた農畜産物の生産振興消費者や流通の変化を的確に捉えた農畜産物の生産振興消費者や流通の変化を的確に捉えた農畜産物の生産振興消費者や流通の変化を的確に捉えた農畜産物の生産振興     

自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産自信と誇りを持てる信州農畜産物の生産 ２２２２    



    

【計画の見直し【計画の見直し【計画の見直し【計画の見直し（見直しにより追記する事項）（見直しにより追記する事項）（見直しにより追記する事項）（見直しにより追記する事項）の概要の概要の概要の概要】】】】    

●●●●    消費者の求めるこだわりのある畜産物の生産と供給消費者の求めるこだわりのある畜産物の生産と供給消費者の求めるこだわりのある畜産物の生産と供給消費者の求めるこだわりのある畜産物の生産と供給    （（（（P42P42P42P42））））    

■■■■    肉用牛肉用牛肉用牛肉用牛    

� 信州プレミアム牛肉認定の前提となる信州あんしん農産物生産認定農場の更なる拡大を図

るとともに、生産農家や登録流通業者に対し、制度のＰＲ、情報提供や相談対応などを行

います。 

 



～新・感・鮮でつなげよう長野のくだもの 

  人と技で支えよう長野の農業・農村～ 

 

 

 

消費者の食の安全・安心や地球温暖化、生物多様性等の環境問題に対する関心が高まっており、環

境と調和した生産方式の導入や農業生産活動を通じた農業・農村の持つ多面的機能の発揮、再生可能

エネルギーの活用が求められています。 

また、農村においても自然災害への危機管理意識が高まってきており、適切な防災対策が求められ

ています。 

＜＜＜＜達成指標達成指標達成指標達成指標＞＞＞＞      

        

□農地・水保全管理活動面積        890ha  1,069ha  

□環境保全型農業直接支援対策面積   16ha（H23）   32ha  

□農業用水を活用した小水力発電の容量   ７kW  37 kW  

    

 

＜＜＜＜推進方策推進方策推進方策推進方策＞＞＞＞   

  

 

○地域ぐるみで取り組む農地・水・環境の保全活動に対する支援 

○環境にやさしい農業に取り組む農業者（組織）への技術習得支

援や消費者の理解促進のための情報発信等 

○水路等の農業水利施設を利用した小水力発電施設の設置に向

けた取組への支援 

○地すべり防止区域の適切な管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９９９９    長野長野長野長野地域の発展方向地域の発展方向地域の発展方向地域の発展方向    

長野市・須坂市・千曲市・坂城町・小布施町・高山村 

信濃町・飯綱町・小川村 

環境との調和を目指した農村機能の充実環境との調和を目指した農村機能の充実環境との調和を目指した農村機能の充実環境との調和を目指した農村機能の充実    

重点的な取組方向重点的な取組方向重点的な取組方向重点的な取組方向    

重点戦略６重点戦略６重点戦略６重点戦略６    

【地域ぐるみで行う環境保全活動】 

現状現状現状現状(H22)(H22)(H22)(H22)    目標目標目標目標(H2(H2(H2(H29999))))    

現行計画 



＜＜＜＜地域別の発展方向（改訂地域別の発展方向（改訂地域別の発展方向（改訂地域別の発展方向（改訂案）案）案）案）＞＞＞＞    

    

    

～～～～新・感・鮮でつなげよう長野のくだもの新・感・鮮でつなげよう長野のくだもの新・感・鮮でつなげよう長野のくだもの新・感・鮮でつなげよう長野のくだもの    

人と技で支えよう長野の農業・農村～人と技で支えよう長野の農業・農村～人と技で支えよう長野の農業・農村～人と技で支えよう長野の農業・農村～    

    

    

    

環境環境環境環境との調和を目指した農村機能の充実との調和を目指した農村機能の充実との調和を目指した農村機能の充実との調和を目指した農村機能の充実    

        

 

＜状況の変化・＜状況の変化・＜状況の変化・＜状況の変化・国の国の国の国の新たな施策＞新たな施策＞新たな施策＞新たな施策＞    

１ 国は、農業・農村の持つ多面的機能を発揮するため、「地域政策」として「日本型直接支払

制度」を創設 

２ 「日本型直接支払制度」の創設に伴い、これまでの「農地・水保全管理支払事業」を「多

面的機能支払事業」に見直し 

３ 地域ぐるみにより、多面的機能の適切な発揮のための取組を更に広げていくことが必要 

 

【計画見直しの方向（改訂計画素案に加え【計画見直しの方向（改訂計画素案に加え【計画見直しの方向（改訂計画素案に加え【計画見直しの方向（改訂計画素案に加えた新たな視点）】た新たな視点）】た新たな視点）】た新たな視点）】    

○多面的機能を維持・発揮するため、地域の共同活動を支援することにより、今後、担い手へ

の集中が予想される水路、農道等の維持管理作業を地域ぐるみで支える 

○多面的機能支払事業は、農業者のみの活動も支援対象となったことを踏まえ、事業制度の啓

発・周知を積極的に行い、市町村等と連携を図りながら保全活動が拡大するよう推進 

○特に、取組が低調な畑地帯において、活動の拡大を図る 

○事業主体となる市町村の意向を反映し、目標数値を見直す 

    

達成指標達成指標達成指標達成指標        現状（現状（現状（現状（H22H22H22H22））））    目標（目標（目標（目標（H29H29H29H29））））    

□農地・水保全管理活動多面的機能支払多面的機能支払多面的機能支払多面的機能支払の取組の取組の取組の取組面積 890ha 

5555,,,,020020020020hahahaha    

1,069ha 

【新たな指標の設定根拠】【新たな指標の設定根拠】【新たな指標の設定根拠】【新たな指標の設定根拠】    

    

  

 

【計画の見直し【計画の見直し【計画の見直し【計画の見直しの概要の概要の概要の概要（見直しにより、「推進方策」に追記する事項）】（見直しにより、「推進方策」に追記する事項）】（見直しにより、「推進方策」に追記する事項）】（見直しにより、「推進方策」に追記する事項）】    

           多面的機能を維持・発揮するための多面的機能を維持・発揮するための多面的機能を維持・発揮するための多面的機能を維持・発揮するための    

○地域ぐるみで取り組む農 地 ・ 水 ・ 環 境 の 保 全活動に対する支援 

重点戦略重点戦略重点戦略重点戦略６６６６    

➒➒➒➒    長野長野長野長野地域の発展方向地域の発展方向地域の発展方向地域の発展方向 

 

長野市・須坂市・千曲市・坂城町・小布施町・高山村 

信濃町・飯綱町・小川村 

重点的な取組方向重点的な取組方向重点的な取組方向重点的な取組方向 

改訂案改訂案改訂案改訂案    



１　はじめに

２　制度概要

　　　　　　　　多面的機能支払事業多面的機能支払事業多面的機能支払事業多面的機能支払事業についてについてについてについて

　農地の多面的機能の維持・増進を図るため、農業者等が共同して取り組む地域活動や、地域

資源（農地・水路・農道等）の質的向上に資する活動に対して支援する。

農地・水保全管理支払交付金（Ｈ19～Ｈ25まで）

「農業者と地域住民等」が連携して行う農地・農業用水等の保全管理に係る活動を支援

【負担割合：国1/2・県1/4・市町村1/4】

共同活動支援交付金 向上活動支援交付金

地域ぐるみで行う共同活動

・法面の草刈りや水路の泥上げ

・農村環境活動

田 ：4,400円／10a

畑 ：2,800円／10a

草地： 400円／10a

単

価

施設の長寿命化のための活動

・施設の老朽化部分の改修・更新

田 ：4,400円／10a

畑 ：2,000円／10a 

草地： 400円／10a

単

価

（１）（１）（１）（１）農地維持支払農地維持支払農地維持支払農地維持支払

創創創創

「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民」「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民」「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民」「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民」が行う基礎活動を支援

（非農業者の参加を要件としない）

【対象活動】

田 ：3,000円／10a

畑 : 2,000円／10a

単

多面的機能支払交付金多面的機能支払交付金多面的機能支払交付金多面的機能支払交付金（（（（H26H26H26H26～）～）～）～） 【負担割合：国1/2・県1/4・市町村1/4】※

多面的機能を支える共同活動多面的機能を支える共同活動多面的機能を支える共同活動多面的機能を支える共同活動

農地・水保全管理支払交付金（Ｈ19～Ｈ25まで）

「農業者と地域住民等」が連携して行う農地・農業用水等の保全管理に係る活動を支援

【負担割合：国1/2・県1/4・市町村1/4】

共同活動支援交付金 向上活動支援交付金

地域ぐるみで行う共同活動

・法面の草刈りや水路の泥上げ

・農村環境活動

田 ：4,400円／10a

畑 ：2,800円／10a

草地： 400円／10a

単

価

施設の長寿命化のための活動

・施設の老朽化部分の改修・更新

田 ：4,400円／10a

畑 ：2,000円／10a 

草地： 400円／10a

単

価

（１）（１）（１）（１）農地維持支払農地維持支払農地維持支払農地維持支払

創創創創

設設設設

（２）（２）（２）（２）資源向上支払資源向上支払資源向上支払資源向上支払

「農業者及び地域住民等」「農業者及び地域住民等」「農業者及び地域住民等」「農業者及び地域住民等」が行う向上活動を支援

「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民」「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民」「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民」「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民」が行う基礎活動を支援

（非農業者の参加を要件としない）

【対象活動】

田 ：3,000円／10a

畑 : 2,000円／10a

草地： 250円／10a

単

価

田 ：2,400円／10a

畑 ：1,440円／10a

草地： 240円／10a

単

価

①

田 ：4,400円／10a

畑 ：2,000円／10a

草地： 400円／10a

単

価

②

※地方財政措置：県負担分(市負担分)の60％(60%)が普通交付税で、残余の40％(60%)を特別交付税で措置

推進交付金推進交付金推進交付金推進交付金（県、市町村及び地域協議会） 【負担割合：国10/10】

多面的機能支払交付金多面的機能支払交付金多面的機能支払交付金多面的機能支払交付金（（（（H26H26H26H26～）～）～）～）

【対象活動】

「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民」「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民」「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民」「農業者のみ」又は「農業者及び地域住民」が行う向上活動を支援

（非農業者の参加を要件としない）

【対象活動】

【負担割合：国1/2・県1/4・市町村1/4】※

〇地域資源の基礎的保全活動

・農地、水路、農道等の法面草刈り、泥上げ、砂利補充 など

○地域資源の適切な保全管理のための推進活動

・農村の保全管理体制の拡充・強化 など

・水路、農道、ため池の軽微な補修

・植栽による景観形成

・農村環境保全活動の幅広い展開 など

・水路の老朽化した部分の更新

・土水路のコンクリート水路への更新

・未舗装の農道のアスファルト舗装 など

組組組組

替替替替

①地域資源の質的向上を図る共同活動①地域資源の質的向上を図る共同活動①地域資源の質的向上を図る共同活動①地域資源の質的向上を図る共同活動

②施設の長寿命化のための活動②施設の長寿命化のための活動②施設の長寿命化のための活動②施設の長寿命化のための活動

多面的機能を支える共同活動多面的機能を支える共同活動多面的機能を支える共同活動多面的機能を支える共同活動
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　３　多面的機能支払の対象となる共同活動の概要
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○ 国土保全、景観形成などの多面的機能の維持・発揮

○ 担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、農地集積を後押し

○ 適切な維持管理の実施による、公共事業費の節減

○水路の泥上げ

○水路法面の草刈り

○農地法面の補修

○鳥獣害防護柵の管理

○水路のひび割れ補修

○水路目地の補修

○植栽による景観形成

○水路の老朽化部分の更新

○土水路からコンクリート

水路への更新

○未舗装の農道のアスファ

ルト舗装

○既設舗装の更新

○農地法面の草刈

○遊休農地発生防止

のための保全管理

○路肩・法面の草刈り

○農道の砂利補充

○農道の窪みの補修

○側溝の目地詰め

○植栽による景観形成
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みんなで

みんなでみんなで

みんなで

田んぼや水路を守ろう！

田んぼや水路を守ろう！田んぼや水路を守ろう！

田んぼや水路を守ろう！

※（１）と（２）②は、農業者のみで実施可能

※

※

■地域資源の基礎的保全活動

① 地域資源の質的向上を図る共同活動

② 施設の長寿命化のための活動


