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農業経営基盤の強化の促進に関する 

基本的な構想 

１ 基本構想策定及び見直しの趣旨 

 平成５年８月制定された農業経営基盤強化促進法においては、経営感覚に優

れた効率的かつ安定的な経営体が、地域における農業生産の相当部分を担うよ

うな農業構造の確立を図り、農業経営基盤の強化を推進するための措置を総合

的に講ずることとされている。このため、合併前の旧６町村においては、平成

１２年までに基本構想を策定。さらに合併後、平成１７年度、平成２２年度及

び平成２６年度に見直しを行い、農業経営基盤の強化のための各般の施策に取

り組んできたところである。 

 今回は、県農業基本計画策定に伴う経営指標の見直し、令和２年４月施行の

農業経営基盤強化促進法改正に伴う農地利用集積円滑化事業の農地中間管理事

業への統合を構想に反映するとともに、農業情勢の変化を踏まえ、本市の構想

の一部見直しを行い、本市における農業・農村の健全な発展に向けた施策の更

なる充実を図るものとする。 

２ 基本構想の性格と役割 

 基本構想は、認定新規就農者、新規就農者、認定農業者及び農業法人等を本

市農業の相当部分を担う経営体として確保・育成を図るための推進指標とし、

地域別に目標とする農業経営の姿を明確にするとともに、農地中間管理事業の

活用等により、これら経営体への農地の利用集積を促進し、本市農業の経営基

盤の強化を促進する。 

 なお、山梨県の基本方針は、本市の基本構想策定の指針とするものとし、そ

の計画期間は、令和２年度からの今後１０年間とする。 
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第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する目標 

 

１ 農業生産の方向 

   本市は、山梨県の西部に位置する「八田村、白根町、芦安村、若草町、櫛形町、甲

西町」の４町２村が、平成１５年４月１日に合併し、南アルプス市となった地域であ

る。 

   本地域の西部には、南アルプスがそびえ、南アルプス国立公園、県立南アルプス巨

摩自然公園などに指定され、雄大な景観と豊かな自然に恵まれている。本地域の東部

は、御勅使川扇状地と釜無川右岸に拡がる比較的平坦な地域である。 

   北緯３５度、東経１３８度で、甲府市から約１５ｋｍの位置にあり、東京都心から

は約１００ｋｍ圏内という好立地である。 

   気候的には、年間平均気温１４℃、年間降雨量１，０５０～１，５００ｍｍで寒暖

の差が激しい典型的な内陸性気候であり、また、大部分の果樹栽培における南限・北

限に位置することから、四季折々の果実が栽培できる「果樹王国やまなし」の一翼を

担っている。 

   農業形態は、盆地特有の立地及び気候条件を活かした果樹や施設野菜等収益性の高

い労働集約型に変化してきている。 

   このような農業生産展開の基礎となる優良農地の確保を図るため、農地の貸借、そ

れに伴う労働力の確保などを推進し、農業振興地域整備計画に即し、秩序ある土地利

用と農業生産力の向上に努めるものとする。 

 

２ 農業構造の現状 

   本市の農業構造は、兼業化が進み、農業従事者は高齢化の進行による労働力不足や

担い手不足、農産物価格の低迷等により、荒廃農地や管理不十分な農地が増加傾向に

ある。また、農地の資産的保有傾向が強く、安定兼業農家から規模拡大志向農家への

農地の流動化は進展をみないまま推移してきた。 

   しかしながら、兼業農家の高齢化により今後は、世代交代等を機に急速に農地の流

動化が進む可能性が高まっている。 

   一方、農業就農人口の高齢化及び減少に伴って、農業後継者に継承されない又は認

定農業者に集積されない農地について、一部遊休農地となっており、近年増加傾向に

あることから、これを放置すれば認定農業者の規模拡大が遅れるばかりでなく、周辺

農地の耕作にも大きな支障を及ぼすおそれがある。 

 

３ 魅力ある農業経営の目標 

   南アルプス市は、このような農業構造の現状及びその見通しの下に、農業が職業と

して選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来（概ね１０年後）の農業

経営の目標を示し効率的かつ安定的な農業経営を育成することとする。 

   具体的な経営の指標は、本市及び周辺市町村において現に成立している優良な経営

の事例を踏まえつつ、農業経営の発展をめざし農業を主業とする農業者が、地域にお

ける「他産業従事者並」の生涯所得に相当する「年間農業所得、年間労働時間」の水
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準を実現できるものとし、また、これらの経営が本市の農業生産の相当部分を担う農

業構造を確立することを目標とする。 

 

効率的かつ安定的な経営の目標（主たる従事者１人あたり） 

区   分  

年間総労働時間 

 

１，８００時間 

年間農業所得 

 

５５０万円 

 

 

 ４ 新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保に関する目標 

 （１）新規就農の現状 

   本市の令和元年度の新規就農者は１１人であり、ここ数年ほぼ横ばいの状況となっ

ているが、従来からの基幹作物であるモモ、スモモ、ブドウ、オウトウの産地として

の生産量の維持・拡大を図っていくため、将来にわたって地域農業の担い手を安定的

かつ計画的に確保していく必要がある。 

 （２）新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に関する目標 

   (１)に掲げる状況を踏まえ、本市は青年層に農業を職業として選択してもらえるよ 

う、将来（経営開始から５年後）の農業経営の発展の目標を明らかにし、新たに農

業経営を営もうとする青年等の育成・確保を図っていくものとする。 

    

   ア 確保・育成すべき人数の目標 

     国が掲げる青年新規就農者を毎年２万人定着させ、１０年後には４０代以下の

農業従事者を４０万人に拡大するという政策目標や、山梨県農業経営基盤強化促

進基本方針に掲げられた新たに農業経営を営もうとする青年等の育成・確保のた

めの施策の展開方向を踏まえ、本市においては年間４人の当該青年等の確保を目

標とする。また、現在の雇用就農の受け皿となる法人を１０年間で４法人を増加

させる計画である。    

イ 新たに農業経営を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標 

     本市及びその周辺市町村の他産業従事者や優良な農業経営の事例と均衡する年

間総労働時間(主たる従事者１人あたり１，８００時間程度)の水準を達成しつつ、

農業経営開始から５年後には農業で生計が成り立つ年間農業所得（３で示す効率

的かつ安定的な農業経営の目標の４５％程度の農業所得、すなわち主たる従事者

１人あたりの年間農業所得２５０万円程度）を目標とする。 

 （３）新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に向けた本市の取組 

     上記に掲げるような新たに農業経営を営もうとする青年等を育成・確保してい

くためには、就農相談から就農、経営定着の段階まできめ細かに支援してくこと

が重要である。そのため、就農希望者に対して、農地については農業委員会や農

地中間管理機構による紹介、技術・経営面については総合農業技術センター、果

樹試験場、中北地域普及センターや南アルプス市農業協同組合等が重点的な指導
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を行う等、地域の総力をあげて地域の中心的な経営体へと育成し、将来的には認

定農業者へと誘導していく。 

 

５ 施策の展開方向 

本市は、将来の南アルプス市農業を担う若い農業経営者の意向その他の農業経営に

関する基本的条件を考慮して、農業者又は農業に関係する団体が地域の農業の振興を

図るためにする自主的な努力を助長することを旨として、意欲と能力のある者が農業

経営の発展を目指すに当たってこれを支援する農業経営基盤強化促進事業やその他の

措置を総合的に実施する。 

まず、本市は、南アルプス市農業協同組合、南アルプス市農業委員会、県関係機関(中

北地域普及センター等)が十分なる相互の連携の下で濃密な指導を行うため、南アルプ

ス市地域担い手育成総合支援協議会を設置し、集落段階における農業の将来展望とそ

れを担う経営体を明確にするため徹底した話合いを促進する。更に、望ましい経営を

目指す農業者や、その集団及びこれら周辺農家に対して上記の南アルプス市地域担い

手育成総合支援協議会が主体となって営農診断、営農改善方策の提示等を行い、地域

の農業者が主体性を持って自らの地域の農業の将来方向について選択判断を行うこと

等により、各々の農業経営改善計画の自主的な作成や総合の連携が図られるよう誘導

する。 

次に、農業経営の改善による望ましい経営の育成を図るため、土地利用型農業によ

る発展を図ろうとする意欲的な農業者に対しては、農業委員などによる掘り起こし活

動を強化して、農地の出し手と受け手に係る情報の一元的把握の下に両者を適切に結

びつけて農地中間管理事業の推進、利用権設定等を進める。これらの農地の流動化に

関しては、土地利用調整を全市的に展開して集団化・連担化した条件で担い手に農用

地が利用集積されるよう努め、さらに地域に適応した新技術の開発、スマート農業の

推進等についても検討する。 

また、水田農業等土地利用型農業が主である集落で、効率的かつ安定的な農業経営

の育成及びこれらの経営への農用地の利用集積が遅れている集落の全てにおいて、地

域での話し合いと合意形成を促進するため、農用地利用改善団体の設立を促進する。

また、地域での話し合いを進めるに当たっては、法第 12 条第１項の規定による農業経

営改善計画の認定を受けた個別経営体又は組織経営体（以下「認定農業者」という。）

の経営改善に資するよう団体の構成員間の役割分担を明確化しつつ、認定農業者の育

成、集落営農の組織化・法人化等地域の実情に即した経営体の育成及び農用地の利用

集積の方向性を具体的に明らかにするよう指導を行う。特に、認定農業者等担い手の

不足が見込まれる地域においては、特定農業法人制度及び特定農業団体制度の普及啓

発に努め、集落を単位とした集落営農の組織化・法人化を促進するため、農用地利用

改善団体の設立とともに、特定農業法人制度及び特定農業団体制度に取り組めるよう

指導、助言を行う。 

さらに、このような農地貸借による経営規模拡大と併せて、農作業受託による実質

的な作業単位の拡大を促進することとし、南アルプス市農業協同組合と連携を密にし

て、農地貸借の促進と農作業受委託の促進が一体となって、意欲的な農業経営の規模
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拡大に資するよう努める。また、併せて集約的な経営展開を助長するため、中北地域

普及センターの指導の下に、既存施設園芸の作型、品種の改善による高収益や新規作

目の導入を推進し、さらに持続性の高い農業生産を行うため、耕種農家と畜産農家の

連携強化、堆肥施設の設置、環境保全型農業の推進、GAP（農業生産工程管理）の導入

促進、４パーミルイニシアチブの取り組みの推進についても検討する。 

また、農産物の流通・加工を促進していくため、集出荷施設整備、予冷・保冷施設

整備、統一的出荷体制の整備、６次産業化の推進、輸出の促進等についても検討する。 

生産組織は、効率的な生産単位を形成する上で重要な位置づけを占めるものである

と同時に、農業法人等の組織経営体への経営発展母体として重要な位置づけを持って

おり、オペレーターの育成、受委託の促進等を図ることにより地域及び営農の実態等

に応じた生産組織を育成するとともに、その経営の効率化を図り、体制が整ったもの

については法人形態への誘導を図る。 

中山間地域においては、農地の一体的管理を行う主体として当面集落を単位とした

生産組織の育成を図り、当該組織全体の協業化・法人化を進めて特定農業法人又は特

定農業団体の設立を図る。 

さらに、市内の農業生産の重要な担い手である女性農業者については、農業経営改

善計画の共同申請の推進や集落営農の組織化・法人化に当たっての話し合いの場に女

性の参加を呼びかける等、女性農業者の積極的な地域農業への参加・協力を促進する。 

なお、効率的かつ安定的な農業経営と小規模な兼業農家、生きがい農業を行う高齢

農家、土地持ち非農家との間で補助労働力の提供等による役割分担を明確化しつつ、

地域資源の維持管理、農村コミュニティの維持が図られ、地域全体としての発展に結

びつくよう、効率的かつ安定的な農業経営を目指す者のみならず、その他サラリーマ

ン農家等にも本法その他の諸施策に基づく農業経営基盤の強化及び農業構造の再編の

意義について、理解と協力を求めていくこととする。 

特に、法第 12 条の農業経営改善計画の認定制度については、本制度を望ましい経営

の育成施策の中心に位置づけ、農業委員会の支援による農用地利用のこれら認定農業

者への集積はもちろんのこと、その他の支援措置についても認定農業者に集中的かつ

重点的に実施されるよう努めることとし、南アルプス市が主体となって、関係機関、

関係団体にも協力を求めつつ制度の積極的活用を図るものとする。 

さらに、地域の面的な広がりを対象とした事業の実施に当たっても当該実施地区に

おいて経営を展開している認定農業者にも十分配慮し、事業の実施がこのような農業

者の経営発展に資するよう、事業計画の策定等において経営体育成の観点から十分な

検討を行う。 

 

第２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関す

る営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 

第１に示したような目標を可能とする効率的かつ安定的な農業経営の指標として、

現に本市及び周辺市町村で展開している優良事例を踏まえつつ、本市における主要な

営農類型についてこれを示すと別添１のとおりである。 
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第２の２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に

関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とす

べき農業経営の指標 

 

第２農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の

類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標で示した別添１の５割程度とする。 

 

第３ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関

する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項 

 

１ 第２に掲げるこれらの効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用

の集積及び面的集積に関する目標を将来の地域における農用地の利用に占めるシェア

の目標として示すと、概ね次に掲げる程度である。 

○効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積のシェアの

目標 

 

効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用 

に占める面積のシェアの目標                           

 

備    考 

 

 

３０.０％ 

 

 

 

 

○効率的かつ安定的な農業経営の面的集積についての目標 

効率的かつ安定的な農業経営における経営農地の面的集積の割合が高まるように

努めるものとする。 

  ○効率的かつ安定的な農業経営の育成経営対数の目標（別添２） 

（注）１ この目標は、個別経営体、組織経営体(大規模法人、参入企業)の地域にお

ける農用地利用(基幹的農作業(水稲については耕起、代かき、田植え、収穫、

その他の作目については耕起、播種、収穫及びこれらに準ずる作業)を３作業

以上実施している農作業受託の面積を含む。)面積のシェアの目標である。 

   ２ 目標年次は、令和５年度とする。 

   ３ 山梨県では、担い手への集積面積の割合を令和５年度までに４６％に引き

上げる方針が示されたことを鑑み、本市では、令和元年度の耕作面積２,５３

６haに占める担い手への集積面積６２６．６haの割合２４．７％を、令和５

年度までに３０％に引き上げる。 

 

２ 農用地の利用関係の改善に関する事項 

農用地の利用の集積に関する目標等を達成するため、南アルプス市地域担い手育成

総合支援協議会を活用し、関係機関及び関係団体の緊密な連携の下、地域の農用地の

利用集積の対象者（農用地の引受け手）の状況等に応じ、地域の地理的自然的条件、

営農類型の特性、農地の保有及び利用状況並びに農業者の意向を踏まえた効率的かつ
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安定的な農業経営への農地の利用集積の取組を促進する。その際、市町村は、関係機

関及び関係団体とともに、こうした取組が効果的かつ計画的に展開されるよう、地域

の農業者をはじめとする関係者の合意の形成を図りつつ、各年度ごとに、利用集積の

進捗状況等を把握・検証し、必要に応じて改善を図る措置を講ずる。 

また、地域の農用地の利用集積を適切かつ効率的に進める観点から、利用集積の対

象者の間の協議・調整を行うため、南アルプス市地域担い手育成総合支援協議会の下

に利用集積の対象者を構成員とする下部組織（「担い手部会」）を設けることができ

ることとする。 

なお、農用地の利用関係の改善を円滑に進める観点から、集落営農の組織化を促進

する取組を行う際は、既存の認定農業者等の規模拡大努力の成果に十分配慮するもの

とする。この場合、両者の間で、農用地の利用集積に関して無用の混乱が生じないよ

うに、地域における話し合い活動の中で、十分な調整を行うこととする。 

 

第４ 農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項 

 

南アルプス市は、山梨県が策定した「農業経営基盤強化促進基本方針」の第４「効率

的かつ安定的な農業経営を育成するため必要な事項」の農業経営基盤強化促進事業の実

施に関する基本的な事項に定められた方向に則しつつ、本市農業の地域特性、即ち、複

合経営を中心とした多様な農業生産の展開や兼業化の著しい進行などの特徴を十分踏ま

えて、以下の方針に沿って農業経営基盤強化促進事業に積極的に取り組む。 

南アルプス市は、農業経営基盤強化促進事業として、次に掲げる事業を行う。 

① 農地中間管理事業 

② 利用権設定等促進事業 

③ 農地利用集積円滑化事業 

④ 農用地利用改善事業の実施を促進する事業 

⑤ 委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業 

⑥ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業 

⑦ その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業 

これらの各事業については、各地域の特性を踏まえてそれぞれの地域で重点的に実施

するものとする。 

以下、各個別事業ごとに述べる。 

 

１ 農地中間管理事業に関する事項 

  農地中間管理事業については、農地中間管理機構を担い手への農地集積・集約化

を進める中核的な機関として位置付け、県関係機関(中北地域普及センター等)、南ア

ルプス市農業委員会、南アルプス市農業協同組合、土地改良事業団体連合会等関係

機関との連携を密にして機構集積協力金等関係施策の積極的な活用により、意欲的

な地域及び農業者の取り組みを支援する。また、南アルプス市において策定した地

域の話し合いによる地域農業の方向や地域の農地を耕作する担い手を明確にした

「人・農地プラン」の見直し（実質化）を図り、農地中間管理事業と連動させるこ
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とにより、効率的かつ効果的に農地の集積を推進する。 

 

２ 利用権設定等促進事業に関する事項 

(1) 利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件 

① 耕作若しくは養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人（農地法（昭和 27

年法律第 229号）第２条第３項に規定する農地所有適格法人をいう。）が利用権

の設定等を受けた後において備えるべき要件は、次に掲げる場合に応じてそれぞ

れ定めるところによる。 

ア 農用地（開発して農用地とすることが適当な土地を含む。）として利用する

ための利用権の設定等を受ける場合、次の(ｱ)から(ｵ)までに掲げる要件のすべ

て（農地所有適格法人にあっては(ｱ)、(ｴ)及び(ｵ)に掲げる要件のすべて）を備

えること。 

(ｱ) 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地（開発して農用地とすることが適当

な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。）のすべてを効

率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。 

(ｲ) 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。 

(ｳ) その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められる

こと。 

(ｴ) その者の農業経営に主として従事すると認められる農業従事者（農地所有

適格法人にあっては、常時従事者たる構成員をいう。）がいるものとする。 

(ｵ) 所有権の移転を受ける場合は、上記(ｱ)から(ｴ)までに掲げる要件のほか、

借入者が当該借入地につき所有権を取得する場合、農地の集団化を図るため

に必要な場合、又は近い将来農業後継者が確保できることとなることが確実

である等特別な事情がある場合を除き、農地移動適正化あっせん譲受け等候

補者名簿に登録されている者であること。 

イ 混牧林地として利用するため利用権の設定等を受ける場合、その者が利用権

の設定等を受ける土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことがで

きると認められること。 

ウ 農業用施設用地（開発して農業用施設用地とすることが適当な土地を含む。）

として利用するため利用権の設定等を受ける場合、その土地を効率的に利用す

ることができると認められること。 

② 農用地について所有権、地上権、永小作権、質権、貸借権、使用貸借による権

利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者が利用権設定等促進事

業の実施により利用権の設定等を行う場合において、当該者が前項のアの(ｱ)及び

(ｲ)に掲げる要件（農地所有適格法人にあっては、(ｱ)に掲げる要件）のすべてを

備えているときは、前項の規定にかかわらず、その者は、おおむね利用権の設定

等を行う農用地の面積の合計の範囲内で利用権の設定等を受けることができるも

のとする。 

③ 農業協同組合法（昭和 22年法律第 132号）第１０条第２項に規定する事業を行

う農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定等を受ける場合、同法第
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１１条の５０第１項第１号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合

連合会が利用権の設定等を受ける場合、法第７条第 1号に規定する農地中間管理

事業の特例事業を行う農地中間管理機構又は独立行政法人農業者年金基金法（平

成 14年法律第 127号）附則第６条第１項第２号に掲げる業務を実施する独立行政

法人農業者年金基金が利用権の設定等を受ける場合若しくは農地中間管理機構又

は独立行政法人農業者年金基金が利用権の設定等を行う場合には、これらの者が

当該事業又は業務の実施に関し定めるところによる。 

④ 賃借権又は使用賃借による権利の設定を受けるものが法第１８条第２項第６号

に規定する者（農地所有適格法人、農地中間管理機構、農業協同組合その他農業

経営基盤強化促進法施行令（昭和 55 年政令第 219 号）（以下、「政令」という。）

第５条で定める者を除く。）である場合には、次に掲げるすべてを備えるものと

する。 

ア その者が、耕作又は養畜の事業に供すべき農用地（開発して農用地とするこ

とが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。）のすべ

てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。 

イ その者が、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的

かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。 

ウ その者が、法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員のう

ち１人以上の者が、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認め

られること。 

⑤ 農地所有適格法人の組合員、社員又は株主（農地法第２条第３項第２号イから

チまでに掲げる者に限る。）が、利用権設定等促進事業の実施により、当該農地

所有適格法人に利用権の設定等を行うため利用権の設定等を行う場合は、①の規

定にかかわらず利用権の設定等を受けることができるものとする。 

ただし、利用権の設定等を受けた土地のすべてについて当該農地所有適格法人

に利用権の設定等を行い、かつ、これら二つの利用権の設定等が同一の農用地利

用集積計画において行われる場合に限るものとする。 

⑥ ①から⑤に定める場合のほか、利用権の設定等を受ける者が利用権の設定等を

受けた後において備えるべき要件は、別紙１のとおりとする。 

(2) 利用権の設定等の内容 

利用権設定等促進事業の実施により、設定（又は移転）される利用権の存続期間

（又は残存期間）の基準、借賃の算定基準及び支払い（持分の付与を含む。以下同

じ。）の方法、農業経営の受委託の場合の損益の算定基準及び決済の方法その他利

用権の条件並びに移転される所有権の移転の対価（現物出資に伴い付与される持分

を含む。以下同じ。）の算定基準及び支払いの方法並びに所有権の移転の時期は、

別紙２のとおりとする。 

(3) 開発を伴う場合の措置 

①  南アルプス市は、開発して農用地又は農業用施設用地とすることが適当な土地

についての利用権の設定等を内容とする農用地利用集積計画の作成に当たって

は、その利用権の設定等を受ける者（地方公共団体及び農地中間管理機構を除く。）
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から「農業経営基盤強化促進法の基本要綱」(平成２４年５月３１日付け２４経営

第 564 号農林水産省経営局長通知。以下「基本要綱」という。) 様式第７号に定

める様式による開発事業計画を提出させる。 

② 南アルプス市は①の開発事業計画が提出された場合において、次に掲げる要件

に適合すると認めるときに農用地利用集積計画の手続きを進める。 

ア 当該開発事業の実施が確実であること。 

イ 当該開発事業の実施に当たり農地転用を伴う場合には、農地転用の許可の基

準に従って許可し得るものであること。 

ウ 当該開発事業の実施に当たり農用地区域内の開発行為を伴う場合には、開発

行為の許可基準に従って許可し得るものであること。 

(4) 農用地利用集積計画の策定時期 

① 南アルプス市は、(5)の申出その他の状況から農用地の農業上の利用の集積を図

るため必要があると認めるときは、その都度、農用地利用集積計画を定める。 

②  南アルプス市は、農用地利用集積計画の定めるところにより設定（又は移転）

された利用権の存続期間（又は残存期間）の満了後も農用地の農業上の利用の集

積を図るため、引き続き農用地利用集積計画を定めるよう努めることとする。こ

の場合において、当該農用地利用集積計画は、現に定められている農用地利用集

積計画に係る利用権の存続期間（又は残存期間）の満了の日の 30 日前までに当該

利用権の存続期間（又は残存期間）の満了の日の翌日を始期とする利用権の設定

（又は移転）を内容として定める。 

(5) 要請及び申出 

①  南アルプス市農業委員会は、認定農業者で利用権の設定を受けようとする者又

は利用権の設定等を行おうとする者の申出をもとに、農用地の利用権の調整を行

った結果、認定農業者に対する利用権設定等の調整が調ったときは、南アルプス

市に農用地利用集積計画を定めるべき旨を要請することができる。 

② 南アルプス市の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区は、

その地区内の土地改良法（昭和 24 年法律第 195号）第 52条第１項又は第 89条の

２第１項の換地計画に係る地域における農地の集団化と相まって農用地の利用の

集積を図るため、利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは、基

本要綱様式第８号により農用地利用集積計画に定めるべき旨を申し出ることがで

きる。 

③  農用地利用改善団体及び営農指導事業においてその組合員の行う作付地の集団

化、農作業の効率化等の農用地の利用関係の改善に関する措置の推進に積極的に

取り組んでいる農業協同組合は、基本要綱様式第８号により農用地利用集積計画

に定めるべき旨を申し出ることができる。 

④ ②から③に定める申出を行う場合において、(4)の②の規定により定める農用地

利用集積計画の定めるところにより利用権の存続を申し出る場合には、現に設定

（又は移転）されている利用権の存続期間（又は残存期間）の満了の日の 90日前

までに申し出るものとする。 

(6) 農用地利用集積計画の作成 
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① 南アルプス市は、(5)の①の規定による農業委員会からの要請があった場合に

は、その要請の内容を尊重して農用地利用集積計画を定める。 

② 南アルプス市は、(5)の②から③の規定による農用地利用改善団体、農業協同組

合又は土地改良区から申出があった場合には、その申出の内容を勘案して農用地

利用集積計画を定めるものとする。 

③ ①、②に定める場合のほか、利用権の設定等を行おうとする者又は利用権の設

定等を受けようとする者の申出があり、利用権設定等促進事業の調整が調ったと

きは、南アルプス市は、農用地利用集積計画を定めることができる。 

④ 南アルプス市は、農用地利用集積計画において利用権の設定等を受ける者を定

めるに当たっては、利用権の設定等を受けようとする者（(1)に規定する利用権の

設定等を受けるべき者の要件に該当する者に限る。）について、その者の農業経

営の状況、利用権の設定等をしようとする土地及びその者の現に耕作又は養畜の

事業に供している農用地の位置その他の利用条件等を総合的に勘案して、農用地

の農業上の利用の集積並びに利用権の設定等を受けようとする者の農業経営の改

善及び安定に資するようにする。 

(7) 農用地利用集積計画の内容 

農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。なお、⑥

のウに掲げる事項については、(1)の④に定める者がこれらを実行する能力があるか

について確認して定めるものとする。 

① 利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所 

② ①に規定する者が利用権の設定等（(1)の④に定める者である場合については、

賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。）を受ける土地の所在、地番、地

目及び面積 

③ ①に規定する者に②に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又

は名称及び住所 

④ ①に規定する者が設定（又は移転）を受ける利用権の種類、内容（土地の利用

目的を含む。）、始期（又は移転の時期）、存続期間（又は残存期間）、借賃及

びその支払の方法（当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得され

る使用及び収益を目的とする権利である場合にあっては農業の経営の委託者に帰

属する損益の算出基準及び決済の方法）、利用権の条件その他利用権の設定（又

は移転）に係る法律関係 

⑤ ①に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的、当

該所有権の移転の時期、移転の対価及び（現物出資に伴い付与される持分を含む。）

その支払（持分の付与を含む。）の方法その他所有権の移転に係る法律関係 

⑥ ①に規定する者が(1)の④に規定する者である場合には、次に掲げる事項 

ア その者が、賃貸借又は使用貸借による権利の設定を受けた後において、その

農用地を適正に利用していないと認められる場合に、賃貸借又は使用貸借の解

除をする旨の条件 

イ その者が毎事業年度の終了後３月以内に、農地法施行規則（昭和 27年農林水

産省令第 79号。以下、「規則」という。）第６０条の２各号で定めるところに
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より、権利の取得を受けた農地で生産した作物やその栽培面積、生産数量など、

その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の利用状況につ

いて農業委員会に報告しなければならない旨 

ウ その者が、賃貸借又は使用貸借を解除し撤退した場合の混乱を防止するため

の次に掲げる事項 

(ｱ) 農用地を明け渡す際の原状回復の義務を負う者 

(ｲ) 原状回復の費用の負担者 

(ｳ) 原状回復がなされないときの損害賠償の取決め 

(ｴ) 貸借期間の中途の契約終了時における違約金支払の取決め 

(オ) その他撤退した場合の混乱を防止するための取り決め 

⑦ ①に規定する者の農業経営の状況 

(8) 同意 

南アルプス市は、農用地利用集積計画の案を作成したときは、(7)の②に規定する

土地ごとに(7)の①に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、

質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を

有する者すべての同意を得る。 

ただし、複数の共有に係る土地について利用権（その存続期間が２０年を超えな

いものに限る。）の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有

する者の同意については、当該土地について２分の１を超える共有持ち分を有する

者の同意を得ることで足りるものとする。 

(9) 公告 

南アルプス市は、農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を定めたとき又は

(5)の①の規定による農業委員会の要請の内容と一致する農用地利用集積計画を定

めたときは、その旨及びその農用地利用集積計画の内容のうち(7)の①から⑥までに

掲げる事項を南アルプス市の掲示板への掲示により公告する。 

(10) 公告の効果 

南アルプス市が(9)の規定による公告をしたときは、その公告に係る農用地利用集

積計画の定めるところによって利用権が設定され（若しくは移転し）又は所有権が

移転するものとする。 

(11) 利用権の設定等を受けた者の責務 

利用権設定等促進事業の実施により利用権の設定等を受けた者は、その利用権の

設定等に係る土地を効率的に利用するように努めなければならない。 

(12) 市長への通知 

農業委員会は、解除条件付きの賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた者

からの農用地の利用状況の報告（規則第６０条の２）があった場合は、その旨を市

長に通知するものとする。 

(13)  紛争の処理 

 南アルプス市は、利用権設定等促進事業の実施による利用権の設定等が行われた

後は、借賃又は対価の支払等利用権の設定等に係る土地の利用に伴う紛争が生じた

ときは、当該利用権の設定等の当事者の一方又は双方の申出に基づき、その円満な
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解決に努める。 

(14) 農用地利用集積計画の取消し等 

① 南アルプス市の長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、(9)の規定

による公告のあった農用地利用集積計画の定めによるところにより賃借権又は使

用貸借による権利の設定を受けた(1)の④に規定する者（法第 18 条第２項第６号

に規定する者）に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告

することができるものとする。 

ア その者が、その農用地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域

における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている

とき。 

イ その者が、地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的

かつ安定的に農業経営を行っていないと認められるとき。 

ウ その者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員のいず

れもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認めると

き。 

② 南アルプス市の長は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、農業委員

会の決定を経て、農用地利用集積計画のうち当該各号に係る賃借権又は使用貸借

による権利の設定に係る部分を取消すものとする。 

ア (9)の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによりこ

れらの権利の設定を受けた(1)の④に規定する者がその農用地を適正に利用し

ていないと認められるにもかかわらず、これらの権利を設定した者が賃貸借又

は使用貸借の解除をしないとき。 

イ ①の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったとき。 

③ 南アルプス市は、②の規定による取消しをしたときは、農用地利用集積計画の

うち②のア及びイに係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り

消した旨及び当該農用地利用集積計画のうち取り消しに係る部分を南アルプス市

の掲示板への掲示により公告する。 

④ 南アルプス市が③の規定による公告をしたときは、②の規定による取り消しに

係る賃貸借又は使用貸借が解除されたものとみなす。 

⑤ 南アルプス市農業委員会は、②の規定による取消しがあった場合において、当

該農用地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当

該農用地の所有者に対し、当該農用地についての利用権設定等のあっせんを働き

かけるとともに、必要に応じて農地中間管理事業の活用を図るものとする。南ア

ルプス市農業委員会は、所有者がこれらの事業の実施に応じたときは、山梨県農

業振興公社に連絡して協力を求めるとともに、連携して農用地の適正かつ効率的

な利用の確保に努めるものとする。 

３ 農地利用集積円滑化事業に関する事項 

   農地利用集積円滑化事業については、法の改正により、農地中間管理事業との統合 

が進められているため、旧円滑化団体（南アルプス市、南アルプス市農業協同組合） 

と農地中間管理機構は円滑な統合に向け調整を進めるとともに、旧円滑化団体は統合 
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までの間、本事業の適切な運用を図る。 

 

４ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他

農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項 

(1) 農用地利用改善事業の実施の促進 

南アルプス市は、地域関係農業者等が農用地の有効利用及び農業経営の改善の

ために行う自主的努力を助長するため、地域関係農業者等の組織する団体による

農用地利用改善事業の実施を促進する。 

(2) 区域の基準 

農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準

は、土地の自然的条件、農用地の保有及び利用の状況、農作業の実施の状況、農

業経営活動の領域等の観点から、農用地利用改善事業を行うことが適当であると

認められる区域（１～数集落）とするものとする。 

(3) 農用地利用改善事業の内容 

農用地利用改善事業の主要な内容は、(2)に規定する区域内の農用地の効率的かつ

総合的な利用を図るための、作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農

用地の利用関係の改善に関する措置を推進するものとする。 

(4) 農用地利用規程の内容 

① 農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

ア 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項 

イ 農用地利用改善事業の実施区域 

ウ 作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項 

エ 認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する

事項 

オ 認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の

改善に関する事項 

カ その他必要な事項 

   ② 農用地利用規程においては、①に掲げる全ての事項についての実行方策を明

らかにするものとする。 

(5) 農用地利用規程の認定 

① (2)に規定する区域をその区域とする地域関係農業者等の組織する団体で、定款

又は規約及び構成員につき法第 23条第１項に規定する要件を備えるものは、基本

要綱様式第４号の認定申請書を南アルプス市に提出して、農用地利用規程につい

て南アルプス市の認定を受けることが出来る。 

② 南アルプス市は、申請された農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するとき

は、法第 23条第 1項の認定をする。 

 ア 農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。 

 イ 農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切

なものであること。 
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 ウ (4)の①のエに掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するもの

であること。 

 エ 農用地利用規程が適正に定められており、かつ申請者が当該農用地利用規程

で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であるこ

と。 

③ 南アルプス市は、②の認定をしたときは、その旨及び当該認定に係る農用地利

用規程を南アルプス市の掲示板への掲示により公告する。 

④ ①から③までの規定は、農用地利用規定の変更についても準用する。 

(6) 特定農業法人又は特定農業団体を定める農用地利用規程の認定 

① (5)の①に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等か

らみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地

区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経

営を育成する観点から、当該団体の構成員からその所有する農用地について利用

権の設定等又は農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む

法人（以下「特定農業法人」という。）又は当該団体の構成員からその所有する

農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体（農業経営

を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれるこ

と、定款又は規約を有していることなど農業経営基盤強化促進法施行令第９条に

掲げる要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。）を、当該特

定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程において定めること

ができる。 

② ①の規定により定める農用地利用規程においては、(4)の①に掲げる事項のほ

か、次の事項を定めるものとする。 

ア 特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所 

イ 特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標 

ウ 特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権の設定等及び農作業

の委託に関する事項 

   ③ 南アルプス市は、②に規定する事項が定められている農用地利用規程について

(5)の①の認定の申請があった場合において、農用地利用規程の内容が(5)の②に

掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときは、(5)の①の認定をする。 

ア ②のイに掲げる目標が(2)に規定する区域内の農用地の相当部分について利

用の集積をするものであること。 

イ 申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業

の委託を行いたい旨の申出があった場合に、特定農業法人が当該申出に係る農

用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けること、又は特定農

業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であ

ると認められること。 

④ ②で規定する事項が定められている農用地利用規程（以下「特定農用地利用規

程」という。）で定められた特定農業法人は、認定農業者と特定農用地利用規程

は、法第 12条第 1項の認定にかかる農業経営改善計画とみなす。 
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(7)  農用地利用改善団体の勧奨等 

① (5)の②の認定を受けた団体（以下「認定団体」という。）は、当該認定団体が

行う農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図る

ため特に必要があると認められるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の

当該区域内における農用地の利用の程度に比べ、著しく劣っていると認められる

農用地について、当該農用地の所有者（所有者以外に権原に基づき使用及び収益

をする者がある場合には、その者）である当該認定団体の構成員に対し、認定農

業者（特定農用地利用規程で定めるところに従い、農用地利用改善事業を行う認

定団体にあっては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業団体を含む。）

に利用権の設定等又は農作業の委託を行うよう勧奨することができる。 

② ①の勧奨は、農用地利用規程に基づき実施するものとする。 

③ 特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定

農用地利用規程で定められた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利

用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比べ、著しく劣

っていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について利用権の設定

等又は農作業の委託を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図

るよう努めるものとする。 

(8) 農用地利用改善事業の指導、援助 

① 南アルプス市は、認定団体が農用地利用改善事業を円滑に実施できるよう必要

な指導、援助に努める。 

② 南アルプス市は、(5)の①に規定する団体又は当該団体になろうとするものが、

農用地利用改善事業の実施に関し、県関係機関(中北地域普及センター等)、農業

委員会、農業協同組合、農地中間管理機構（山梨県農業振興公社）等の指導、助

言を求めてきたときは、南アルプス市担い手育成総合支援協議会との連携を図り

つつ、これらの機関・団体が一体となって総合的・重点的な支援・協力が行われ

るように努める。 

 

５ 農業協同組合が行う農作業の委託のあっせんの促進その他の委託を受けて行う農作

業の実施の促進に関する事項 

(1) 農作業の受委託の促進 

南アルプス市は、次に掲げる事項を重点的に推進し、農作業の受委託を組織的に

促進する上で必要な条件の整備を図る。 

      ① 農業協同組合その他農業に関する団体による農作業受委託の斡旋の促進 

   ② 効率的な農作業の受託事業を行う生産組織又は農家群の育成 

③ 農作業、農業機械利用の効率化等を図るため農作業受託の促進の必要性につい

ての普及啓発 

④ 農用地利用改善事業を通じた農作業の効率化のための措置と農作業の受委託の

組織的な促進措置との連携の強化 

⑤ 地域及び作業ごとの事情の応じた部分農作業受委託から全面農作業受委託、さ

らには利用権の設定への移行の促進 
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⑥ 農作業の受託に伴う労賃、機械の償却等の観点からみた適正な農作業受託料金

の基準の設定 

(2) 農業協同組合による農作業の受委託のあっせん等 

農業協同組合は、農業機械銀行方式の活用、農作業受委託のあっせん窓口の開設

等を通じて、農作業の受託又は委託を行おうとする者から申出があった場合は、農

地中間管理機構等と連携して調整に努めるとともに、農作業の受託を行う農業者の

組織化の推進、共同利用機械施設の整備等により、農作業受委託の促進に努めるも

のとする。 

 

６  農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項 

 

南アルプス市は、効率的かつ安定的な経営を育成するために、生産方式の高度化や

経営管理の複雑化に対応した高い技術を有した人材の育成に取り組む。このため、人

材育成方針を定めるとともに、意欲と能力のある者が幅広くかつ円滑に農業に参入し

得るように相談機能の一層の充実、先進的な法人経営等での実践的研修、担い手とし

ての女性の能力を十分に発揮させるための研修等を通じて経営を担う人材の育成を積

極的に推進する。 

また、農業従事者の安定的確保を図るため、他産業に比べて遅れている農業従事の

態様等の改善に取り組むこととし、家族経営協定の締結に基づく給料制、休日制、ヘ

ルパー制度の導入や、高齢者、非農家等の労働力の活用システムを整備する。 

 

第１の４（２）に掲げる目標を長期的かつ計画的に達成していくため、関係機関・団

体との連携のもと、次の取り組みを重点的に推進する。 

（１）新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に向けた取組 

ア 受入環境の整備 

山梨県就農支援センターや中北地域普及センター、南アルプス市農業協同組合等

と連携しながら、就農相談会を定期的に開催し、就農希望者に対し、市内での就農

に向けた情報（研修、空き家に関する情報等）の提供を行う。また、市内の農業法

人や先進農家等と連携して、高校や大学等からの研修やインターンシップの受入れ

を行う。 

イ 中長期的な取組 

生徒・学生が農業に興味関心を持ち、農業が将来の進路の選択肢の一つとなるよう

教育機関や教育委員会と連携しながら、各段階の取り組みを実施する。具体的には、

生産者との交流の場を設けるなど、農業体験ができる仕組みをつくることで、農業に

関する知見を広められるようにする。 

（２）新たに農業経営を営もうとする青年等の定着に向けた取組 

ア 農業者に関する情報の共有と一貫した指導支援 

南アルプス市が主体となって山梨県農業大学校や中北地域普及センター、農業委

員、指導農業士、南アルプス市農業協同組合等と連携・協力して「営農指導カルテ」

を作成し、研修や営農指導の時期・内容等の就農前後のフォローアップの状況等を
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記入・共有しながら、巡回指導の他、年に１回は面接を行うことにより、当該青年

等の営農状況を把握し、支援を効率的かつ適切に行うことができる仕組みをつくる。 

イ 就農初期段階の地域全体でのサポート 

新規就農者が地域内で孤立することのないよう、人・農地プランの作成・見直し

の話し合いを通じ、地域農業の担い手として当該者を育成する体制を強化する。そ

のために南アルプス市が中心となり新規就農者、認定農業者との交流の機会を設け

る。また、商工会や南アルプス市農業協同組合とも連携して、直売所等への出荷の

ためのアドバイスを行う等して、生産物の販路の確保を支援する。 

ウ 経営力の向上に向けた支援 

アに掲げる「営農指導カルテ」を活用した指導に限らず、南アルプス市農業協同

組合等が運営する直売施設への出荷の促進など、積極的な研修等の機会の提供等に

より、きめ細やかな支援を実施する。 

エ 青年等就農計画作成の促進及び指導と農業経営改善計画作成への誘導 

青年等が就農する地域の人・農地プランとの整合に留意しつつ、本構想に基づく

青年等就農計画の作成を促し、農業次世代人材投資事業や青年等就農資金、強い農

業・担い手づくり総合支援交付金等の国の支援策や県の新規就農関連事業を効果的

に活用しながら経営力を高め、確実な定着へと導く。さらに、青年等就農計画の達

成が見込まれる者については、引き続き農業経営改善計画の策定を促し、認定農業

者へと誘導する。 

（３）関係機関等の役割分担 

就農に向けた情報提供及び就農相談については山梨県就農支援センター、技術や経

営ノウハウについての習得については山梨県農業大学校等、就農後の営農指導等フォ

ローアップについては中北地域普及センター、ＪＡ組織、南アルプス市認定農業者や

指導農業士等、農地の確保については農業委員会、農地中間管理機構等、各組織が役

割を分担しながら各種取り組みを進める。 

 

７ その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項 

(1) 農業経営基盤の強化を促進するために必要なその他の関連施策との連携 

ア 南アルプス市は、生産性の高い農業基盤条件をより一層整備するため、中山間

地域総合整備事業・畑地帯総合整備事業（担い手支援型）・土地改良総合整備事

業等を積極的に導入し、農道網や用排水施設、区画整理等を有機的かつ合理的に

整備することにより、高能率で自由度の高い優良農地の確保・整備を図る。 

イ 南アルプス市は、農村の活性化推進のため、地域の立地条件に即した農業生産

基盤農村生活環境基盤等の整備を総合的に行い、地域の活性化・安住の促進及び

望ましい農業経営の育成に努める。 

ウ 南アルプス市は、水田フル活用ビジョンの実現に向けた積極的な取組によって、

水稲作の望ましい経営の育成を図ることとし、地域の土地利用の見直しを通じて

農用地利用の集積、とりわけ面的集積による効率的作業単位の形成等望ましい経

営の営農展開に資するよう努める。 

エ 南アルプス市は、果樹振興対策として、国内外他産地との間で激化する産地間
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競争の中で、果樹産地としての体質強化を図るため、地域特性を生かした高品質

で付加価値の高い農産物を、低コストで安定的かつ計画的に出荷するための集出

荷施設・機械の整備を積極的に推進する。 

オ 南アルプス市は、下水道事業等の居住環境の整備を促進し、安住条件の向上を

通じ、住みよい農村環境づくりと担い手農家の育成確保に努める。 

カ 南アルプス市は、農業労働力の確保のため「シルバー人材センター」の積極的

利用を推進する。 

キ 南アルプス市は、地域農業の振興に関するその他の施策を行うに当たっては、

農業経営基盤強化の円滑な促進に資することとなるように配慮するものとする。 

(2) 推進体制等 

① 事業推進体制等 

南アルプス市は、農業委員会、県関係機関(中北地域普及センター等)、農業協

同組合、土地改良区、農用地利用改善団体、農地中間管理機構その他の関係団体

と連携して、農業経営委基盤強化の促進方策について検討するとともに、今後 10

年にわたり、第１、第３で掲げた目標や第２の指標で示される効率的かつ安定的

な経営の育成に資するための実現方策等について、各関係機関・団体別の行動計

画を樹立する。また、このような長期行動計画と併せて、年度別活動計画におい

て当面行うべき対応を各関係機関・団体別に明確化し、関係者が一体となって合

意の下に効率的かつ安定的な経営の育成及びこれらへの農用地利用の集積を強力

に推進する。 

② 農業委員会等の協力 

農業委員会、農業協同組合、土地改良区は、農業経営基盤強化の円滑な実施に

資することとなるよう、南アルプス市地域担い手育成総合支援協議会のもとで相

互に連携を図りながら協力するように努めるものとし、南アルプス市は、このよ

うな協力の推進に配慮する。 

 

第５ その他 

  

この基本構想に定めるもののほか、農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な

事項については、別に定めるものとする。 

 

附  則 

１ この基本構想は、平成２２年６月１１日から施行する。 

 

 

附  則 

１ この基本構想は、平成２６年９月３０日から施行する。 

 

附  則 

１ この基本構想は、令和３年３月２２日から施行する。  
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ぶどう 125a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 4

【内訳】 ぶどう棚 ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
ハウス 30a スピードスプレアー 　除履歴の記帳 　の導入
露地   85a 乗用草刈機
苗木ほ場 10a パイプハウス施設

加温機
軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

施設栽培では、省エネ対策を徹底
しコストの低減を図る。

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

－１９－

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

別添 １          [個別経営体]

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。

経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者

生産方式経営規模営農類型



2

おうとう 120a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 3
もも 【内訳】 スピードスプレアー ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制

ハウス 20a 乗用草刈機 　除履歴の記帳 　の導入
雨よけ 30a パイプハウス施設（ハウス、雨よけ）
露地   60a 加温機
苗木ほ場 10a 軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

[個別経営体]

－２０－

施設栽培では、省エネ対策を徹底
しコストの低減を図る。

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

さくらんぼ観光では、顧客の安定的
確保と消費者嗜好にあった品種選
定を行う

経営規模 生産方式営農類型 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者
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おうとう 125a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 2

ぶどう 【内訳】 ぶどう棚 ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
雨よけ 30a スピードスプレアー 　除履歴の記帳 　の導入
露地   85a 乗用草刈機
苗木ほ場 10a パイプハウス施設（ハウス、雨よけ）

加温機
軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。

さくらんぼ観光では、顧客の安定的
確保と消費者嗜好にあった品種選
定を行う

施設栽培では、省エネ対策を徹底
しコストの低減を図る。

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

－２１－

[個別経営体]

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者
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おうとう 120a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 3

すもも 【内訳】 スピードスプレアー ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
　＋ 雨よけ 30a 乗用草刈機 　除履歴の記帳 　の導入
かき 露地   80a パイプハウス施設（雨よけ）

苗木ほ場 10a 軽貨物自動車
乾燥施設（アンポかき用）

【栽培管理】

【その他】

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。

さくらんぼ観光では、顧客の安定的
確保と消費者嗜好にあった品種選
定を行う

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

柿は、アンポがき生産とし、乾燥施
設の有効利用により安定生産を図
る。

－２２－

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

[個別経営体]

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者
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おうとう 140a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 3
もも 【内訳】 ぶどう棚 ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
　＋ 雨よけ 30a スピードスプレアー 　除履歴の記帳 　の導入

ぶどう 露地   100a 乗用草刈機
苗木ほ場 10a パイプハウス施設（雨よけ）

軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

－２３－

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

[個別経営体]

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。

さくらんぼ観光では、顧客の安定的
確保と消費者嗜好にあった品種選
定を行う

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者
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おうとう 120a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 3

すもも 【内訳】 ぶどう棚（すもも用） ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
　＋ 雨よけ 30a スピードスプレアー 　除履歴の記帳 　の導入
もも 露地   80a 乗用草刈機

苗木ほ場 10a パイプハウス施設（雨よけ）
軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

[個別経営体]

－２４－

さくらんぼ観光では、顧客の安定的
確保と消費者嗜好にあった品種選
定を行う

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者



7

もも 130a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 3

すもも 【内訳】 ぶどう棚（すもも用） ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
　＋ 露地   120a スピードスプレアー 　除履歴の記帳 　の導入
かき 苗木ほ場 10a 乗用草刈機

乾燥施設（アンポかき用）
軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

柿は、アンポがき生産とし、乾燥施
設の有効利用により安定生産を図
る。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

[個別経営体]

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、設備投資や大農具導入
など大規模な投資に当たっては過
剰投資にならないようにする。

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

－２５－

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者
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もも 150a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 3

すもも 【内訳】 ぶどう棚（ぶどう、すもも用） ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
　＋ 露地   140a スピードスプレアー 　除履歴の記帳 　の導入

ぶどう 苗木ほ場 10a 乗用草刈機
軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、設備投資や大農具導入
など大規模な投資に当たっては過
剰投資にならないようにする。

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

[個別経営体]

－２６－

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。



9

もも 130a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 3

すもも 【内訳】 ぶどう棚（すもも用） ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
露地   120a スピードスプレアー 　除履歴の記帳 　の導入
苗木ほ場 10a 乗用草刈機

軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、設備投資や大農具導入
など大規模な投資に当たっては過
剰投資にならないようにする。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

[個別経営体]

－２７－

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者



10

もも 130a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 2

ぶどう 【内訳】 ぶどう棚 ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
露地   120a スピードスプレアー 　除履歴の記帳 　の導入
苗木ほ場 10a 乗用草刈機

軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

－２８－

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、設備投資や大農具導入
など大規模な投資に当たっては過
剰投資にならないようにする。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

[個別経営体]

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者
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ぶどう 130a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 3
なし 【内訳】 ぶどう棚（ぶどう、なし用） ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制

ハウス  20a スピードスプレアー 　除履歴の記帳 　の導入
露地   100a 乗用草刈機
苗木ほ場 10a パイプハウス施設

加温機
軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

[個別経営体]

施設栽培では、省エネ対策を徹底
しコストの低減を図る。

－２９－

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者



12

ぶどう 100a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 3
水稲 【内訳】 ぶどう棚 ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
＋ ハウス  20a スピードスプレアー 　除履歴の記帳 　の導入

トマト 露地     80a パイプハウス施設
養液システム
加温機
軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

施設栽培では、省エネ対策を徹底
しコストの低減を図る。

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。

営農類型 経営規模 生産方式

[個別経営体]

－３０－

経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者
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トマト 50a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 3

【内訳】 パイプハウス施設 ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
ハウス  50a 鉄骨ハウス施設 　除履歴の記帳 　の導入

養液システム
加温機
軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。

[個別経営体]

－３１－

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

施設栽培では、省エネ対策を徹底
しコストの低減を図る。

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者
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トマト 100a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 3

きゅうり 【内訳】 パイプハウス施設 ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
＋ ハウス  50a 鉄骨ハウス施設 　除履歴の記帳 　の導入

水稲 露地     50a 養液システム
加温機
軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】
経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。

－３２－

施設栽培では、省エネ対策を徹底
しコストの低減を図る。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

[個別経営体]

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者
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花き 40a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 3

【内訳】 鉄骨ハウス施設 ・作業管理日誌の ・休日制、給料制
ハウス  40a 底面かん水システム 　記帳 　の導入

加温機
軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

[個別経営体]

省力技術の導入、作業の効率化に
より労力の削減を図る。

(シクラメン
他)

－３３－

需給の動向を的確に把握するととも
に、安定的な販路の確保に努める。

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。
施設栽培では、省エネ対策を徹底
しコストの低減を図る。

経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者
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養豚 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 10
豚舎 ・作業管理日誌の ・休日制、給料制

種雄豚　10頭 糞尿処理施設（堆肥舎を含む） 　記帳 　の導入
飼料タンク ・適正な資金管理の

肥育豚 1200頭 トラック、運搬車両 　徹底
ボブキャット
給水施設

【飼養管理】

【その他】

省エネ対策とコスト低減対策の徹底
を図る。

飼養管理、衛生管理の徹底により
産子数と育成率の向上と事故率の
低下を図る。

種雌豚(LW、系
統種)　140頭

[個別経営体]

営農類型 経営規模 生産方式

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、設備投資や大農具導入
など大規模な投資に当たっては過
剰投資にならないようにする。ま
た、飼料作にあたっては、可能な限
り機械類の共同利用等を行う。

糞尿等の家畜排泄物の処理を徹底
するとともに、周囲環境に配慮した
経営を行う。

－３４－

経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者

(一貫)
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肉用牛 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 9
牛舎 ・作業管理日誌の ・休日制、給料制

素牛導入月齢 トラクター 　記帳 　の導入
1ヶ月 糞尿処理施設（堆肥舎を含む） ・適正な資金管理の

飼料タンク 　徹底
出荷月齢 トラック、運搬車両
24ヶ月

【飼養管理】

【その他】

[個別経営体]

肉用牛(交雑
種)　100頭

－３５－

省エネ対策とコスト低減対策の徹底
を図る。

糞尿等の家畜排泄物の処理を徹底
するとともに、周囲環境に配慮した
経営を行う。

飼養管理の徹底により枝肉歩留ま
りの向上と肥育期間の短縮を図る。

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、設備投資や大農具導入
など大規模な投資に当たっては過
剰投資にならないようにする。

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者
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もも 60a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 1

すもも 【内訳】 ぶどう棚（すもも用） ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
露地   50a スピードスプレアー 　除履歴の記帳 　の導入
苗木ほ場 10a 乗用草刈機

軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

[個別経営体]

(中山間地
域型)

－３６－

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、設備投資や大農具導入
など大規模な投資に当たっては過
剰投資にならないようにする。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

経営規模営農類型 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者
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ぶどう 60a 【資本装備】 ・簿記記帳 ・農繁期の雇用 人
　＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・青色申告の実施 　労力の確保 1

すもも 【内訳】 ぶどう棚（ぶどう、すもも用） ・作業管理日誌・防 ・休日制、給料制
露地   60a スピードスプレアー 　除履歴の記帳 　の導入

乗用草刈機
軽貨物自動車

【栽培管理】

【その他】

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、設備投資や大農具導入
など大規模な投資に当たっては過
剰投資にならないようにする。

[個別経営体]

－３７－

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

(中山間地
域型)

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者



【個人または組織経営体類型】
20

水稲 520a 【資本装備】 ・複式簿記 ・優良な雇用労 人
作業場兼車庫・収納庫 ・経営管理能力の 　力の確保 2

【内訳】 パイプハウス施設 　向上 ・部門管理者の
　＋ 露地 　500a 鉄骨ハウス施設 ・適正な資金管理の 　育成
水稲 施設   　20a 養液システム 　徹底

（自作） 加温機 ・労務管理の徹底
　＋ 軽貨物自動車 ・農作業事故の防止
トマト トラック、運搬車両 ・防除履歴の記帳

トラクター
田植機
コンバイン
乾燥機、籾摺機

【栽培管理、受委託管理】

【その他】
経営規模の拡大にあたっては可能
な限り農用地の集積を図る。

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

－３８－

水稲の作業受委託にあたっては、
地域の作付け状況と需要を的確に
把握し、機械の有効利用できる効
率的な作業ができるようにする。

（作業受委
託）

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。
施設栽培では、省エネ対策を徹底
しコストの低減を図る。

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者



【組織経営体類型】
21

おうとう 710a 【資本装備】 ・複式簿記 ・優良な雇用労 人
＋ 作業場兼車庫・収納庫 ・経営管理能力の 　力の確保 12

もも 【内訳】 パイプハウス施設（雨よけ） 　向上 ・部門管理者の
＋ 施設     20a 鉄骨ハウス施設 ・適正な資金管理の 　育成

ぶどう 露地    660a 養液システム 　徹底
＋ 苗木ほ場 30a 加温機 ・顧客管理の充実

イチゴ ぶどう棚 ・労務管理の徹底
スピードスプレアー ・農作業事故の防止
乗用草刈機 ・防除履歴の記帳
軽貨物自動車 ・栽培、経営リスク管
トラック、運搬車両 　管理の徹底
トラクター

【栽培管理】

【その他】

防除履歴の記帳と農薬の安全使用
の徹底を図り安心・安全な農作物
生産を行う。

観光や宅配等では、安定的な顧客
の確保に努める。

施設栽培では、省エネ対策を徹底
しコストの低減を図る。

経営規模の拡大（生産量の増加）に
見合った安定的な販路の拡大・確
保する。

周年を通じた優良な雇用を確保す
る。

計画的な経営規模の拡大につとめ
るとともに、経営規模の拡大にあ
たっては可能な限り農用地の集積
を図る。

－３９－

導入する品種は、ほ場の立地条件
（地形、土壌の種類、日照条件な
ど）や標高、気象などを十分考慮し
選定する。

省力技術の導入、作業の機械化に
より労力の削減を図る。

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
する。

営農類型 経営規模 生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者



【組織経営体類型】
22

花き 60a 【資本装備】 ・複式簿記 ・優良な雇用労 人
作業場兼車庫・収納庫 ・経営管理能力の 　力の確保 4

【内訳】 鉄骨ハウス施設 　向上 ・部門管理者の
ハウス  60a 底面かん水システム ・適正な資金管理の 　育成

加温機 　徹底
軽貨物自動車 ・労務管理の徹底

・農作業事故の防止
【栽培管理】 ・栽培、経営リスク管

　管理の徹底

【その他】

(シクラメン
他)

営農類型 経営規模

－４０－

既存施設・機械類の有効利用を図
るとともに、ハウスなど設備投資や
大農具導入など大規模な投資に当
たっては過剰投資にならないように
施設栽培では、省エネ対策を徹底
しコストの低減を図る。

周年を通じた優良な雇用を確保す
る。

経営規模の拡大（生産量の増加）に
見合った安定的な販路の拡大・確
保する。

計画的な経営規模の拡大につとめ
るとともに、経営規模の拡大にあ
たっては可能な限り農用地の集積
を図る。

省力技術の導入、作業の効率化に
より労力の削減を図る。

生産方式 経営管理の方法
農業従事の様態

等
主たる
従事者



１　ぶどう 主たる従事者 4.0 人

収量(kg) 単価(円)

ハウス シャインマスカット普通加温 30 18,963,000 1,500 4,214 3,894,327 15,068,673 1,734
露地 種なし巨峰 20 2,259,000 1,500 753 883,146 1,375,854 702

種なしピオーネ 20 2,259,000 1,500 753 883,146 1,375,854 702
シャインマスカット 20 3,966,000 1,500 1,322 883,146 3,082,854 702
甲斐路 25 3,195,000 1,800 710 1,858,975 1,336,025 1,240
苗木養成ほ場 10 0 0 0 0 0 0
合　　計 125 30,642,000 8,402,740 22,239,260 5,080

２　おうとう＋もも 主たる従事者 2.7 人

収量(kg) 単価(円)

ハウス おうとう　高砂 20 7,234,400 400 9,043 2,466,730 4,767,670 1,156
雨よけ おうとう　佐藤錦他（観光） 30 5,704,800 800 2,377 1,766,670 3,938,130 1,053
露地 もも　早生種① 20 2,815,000 2,500 563 1,224,772 1,590,228 702

もも　中生種② 20 3,450,000 3,000 575 1,366,376 2,083,624 992
もも　中晩生種③ 20 3,576,000 3,000 596 1,322,086 2,253,914 932
苗木養成ほ場 10 0 0 0 0 0 0
合　　計 120 22,780,200 8,146,634 14,633,566 4,835

３　おうとう＋ぶどう 主たる従事者 2.0 人

収量(kg) 単価(円)

雨よけ おうとう　佐藤錦他（観光） 30 5,704,800 800 2,377 1,766,670 3,938,130 1,053
露地 種なし巨峰 20 2,259,000 1,500 753 883,146 1,375,854 702

種なしピオーネ 20 2,259,000 1,500 753 883,146 1,375,854 702
シャインマスカット 20 3,966,000 1,500 1,322 883,146 3,082,854 702
甲斐路 25 3,195,000 1,800 710 1,858,975 1,336,025 1,240
苗木養成ほ場 10 0 0 0 0 0 0
合　　計 125 17,383,800 6,275,083 11,108,717 4,399

－４１－

総労働時間作目、品種、作型 経営規模(a)

作目、品種、作型

粗生産額(円)
10a当たり

経営費(円) 農業所得(円)経営規模(a) 粗生産額(円)

経営費(円) 農業所得(円)

総労働時間

作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり

経営費(円) 農業所得(円) 総労働時間

10a当たり



４　おうとう＋すもも＋かき 主たる従事者 2.2 人

収量(kg) 単価(円)

雨よけ おうとう　佐藤錦他（観光） 30 5,704,800 800 2,377 1,766,670 3,938,130 1,053
露地 サマーエンジェル、サマービュート 20 2,500,000 2,500 500 728,654 1,771,346 590

貴陽 20 3,605,000 2,500 721 1,026,240 2,578,760 692
太陽 20 2,480,000 2,500 496 817,506 1,662,494 556
大和百目他（アンポ加工） 20 2,931,250 875 1,675 736,394 2,194,856 696
苗木養成ほ場 10 0 0 0 0 0 0
合　　計 120 17,221,050 5,075,464 12,145,586 3,587

５　おうとう＋もも＋ぶどう 主たる従事者 2.4 人

収量(kg) 単価(円)

雨よけ おうとう　佐藤錦他（観光） 30 5,704,800 800 2,377 1,766,670 3,938,130 1,053
露地 もも　早生種① 20 2,815,000 2,500 563 1,224,772 1,590,228 702

もも　中生種② 20 3,450,000 3,000 575 1,366,376 2,083,624 992
種なしピオーネ 20 2,259,000 1,500 753 883,146 1,375,854 702
シャインマスカット 20 3,966,000 1,500 1,322 883,146 3,082,854 702
甲斐路 20 2,556,000 1,800 710 1,487,180 1,068,820 992
苗木養成ほ場 10 0 0 0 0 0 0
合　　計 140 20,750,800 7,611,290 13,139,510 5,143

６　おうとう＋すもも＋もも 主たる従事者 2.2 人

収量(kg) 単価(円)

雨よけ おうとう　佐藤錦他（観光） 30 5,704,800 800 2,377 1,766,670 3,938,130 1,053
露地 サマーエンジェル、サマービュート 20 2,500,000 2,500 500 728,654 1,771,346 590

貴陽 20 3,605,000 2,500 721 1,026,240 2,578,760 692
太陽 20 2,480,000 2,500 496 817,506 1,662,494 556
もも　中生種② 10 1,725,000 3,000 575 683,188 1,041,812 496
もも　中晩生種③ 10 1,788,000 3,000 596 661,043 1,126,957 466
苗木養成ほ場 10 0 0 0 0 0 0
合　　計 120 17,802,800 5,683,301 12,119,499 3,853

－４２－

総労働時間

作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり

経営費(円) 農業所得(円) 総労働時間

経営費(円) 農業所得(円)

作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり

経営費(円) 農業所得(円) 総労働時間

作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり



７　もも＋すもも＋かき 主たる従事者 2.2 人

収量(kg) 単価(円)

露地 もも　早生種① 20 2,815,000 2,500 563 1,224,772 1,590,228 702
もも　中生種② 10 1,725,000 3,000 575 683,188 1,041,812 496
もも　中晩生種③ 10 1,788,000 3,000 596 661,043 1,126,957 466
サマーエンジェル、サマービュート 20 2,500,000 2,500 500 728,654 1,771,346 590
貴陽 20 3,605,000 2,500 721 1,026,240 2,578,760 692
太陽 20 2,480,000 2,500 496 817,506 1,662,494 556
大和百目他（アンポ加工） 20 2,931,250 875 1,675 736,394 2,194,856 696
苗木養成ほ場 10 0 0 0 0 0 0
合　　計 130 17,844,250 5,877,797 11,966,453 4,198

８　もも＋すもも＋ぶどう 主たる従事者 2.5 人

収量(kg) 単価(円)

露地 もも　早生種① 20 2,815,000 2,500 563 1,224,772 1,590,228 702
もも　中生種② 20 3,450,000 3,000 575 1,366,376 2,083,624 992
サマーエンジェル、サマービュート 20 2,500,000 2,500 500 728,654 1,771,346 590
貴陽 20 3,605,000 2,500 721 1,026,240 2,578,760 692
太陽 20 2,480,000 2,500 496 817,506 1,662,494 556
種なしピオーネ 10 1,129,500 1,500 753 441,573 687,927 351
シャインマスカット 20 3,966,000 1,500 1,322 883,146 3,082,854 702
甲斐路 10 1,278,000 1,800 710 743,590 534,410 496
苗木養成ほ場 10 0 0 0 0 0 0
合　　計 150 21,223,500 7,231,857 13,991,643 5,081

－４３－

経営費(円) 農業所得(円)粗生産額(円)
10a当たり

総労働時間

作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり

経営費(円) 農業所得(円) 総労働時間

作目、品種、作型 経営規模(a)



９　もも＋すもも 主たる従事者 2.2 人

収量(kg) 単価(円)

露地 もも　早生種① 20 2,815,000 2,500 563 1,224,772 1,590,228 702
もも　中生種② 20 3,450,000 3,000 575 1,366,376 2,083,624 992
もも　中晩生種③ 20 3,576,000 3,000 596 1,322,086 2,253,914 932
サマーエンジェル、サマービュート 20 2,500,000 2,500 500 728,654 1,771,346 590
貴陽 20 3,605,000 2,500 721 1,026,240 2,578,760 692
太陽 20 2,480,000 2,500 496 817,506 1,662,494 556
苗木養成ほ場 10 0 0 0 0 0 0
合　　計 130 18,426,000 6,485,634 11,940,366 4,464

１０　もも＋ぶどう 主たる従事者 2.0 人

収量(kg) 単価(円)

露地 もも　早生種① 10 1,407,500 2,500 563 612,386 795,114 351
もも　中生種② 20 3,450,000 3,000 575 1,366,376 2,083,624 992
もも　中晩生種③ 10 1,788,000 3,000 596 661,043 1,126,957 466

露地 種なし巨峰 20 2,259,000 1,500 753 883,146 1,375,854 702
種なしピオーネ 20 2,259,000 1,500 753 883,146 1,375,854 702
シャインマスカット 20 3,966,000 1,500 1,322 883,146 3,082,854 702
甲斐路 20 2,556,000 1,800 710 1,487,180 1,068,820 992
苗木養成ほ場 10 0 0 0 0 0 0
合　　計 130 17,685,500 6,776,423 10,909,077 4,907

１１　ぶどう＋なし 主たる従事者 3.0 人

収量(kg) 単価(円)

ハウス 種なしピオーネ普通加温 20 10,044,000 2,000 2,511 2,596,218 7,447,782 1,156
露地 種なし巨峰 20 2,259,000 1,500 753 883,146 1,375,854 702

種なしピオーネ 20 2,259,000 1,500 753 883,146 1,375,854 702
シャインマスカット 20 3,966,000 1,500 1,322 883,146 3,082,854 702
甲斐路 20 2,556,000 1,800 710 1,487,180 1,068,820 992
幸水 20 2,940,000 3,000 490 988,170 1,951,830 618
苗木養成ほ場 10 0 0 0 0 0 0
合　　計 130 24,024,000 7,721,006 16,302,994 4,872

－４４－

経営費(円) 農業所得(円)粗生産額(円)
10a当たり

総労働時間作目、品種、作型 経営規模(a)

総労働時間

作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり

経営費(円) 農業所得(円) 総労働時間

作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり

経営費(円) 農業所得(円)



１２　ぶどう＋水稲＋トマト 主たる従事者 2.3 人

収量(kg) 単価(円)

露地 種なし巨峰 20 2,259,000 1,500 753 883,146 1,375,854 702
種なしピオーネ 10 1,129,500 1,500 753 441,573 687,927 351
シャインマスカット 20 3,966,000 1,500 1,322 883,146 3,082,854 702
甲斐路 10 1,278,000 1,800 710 743,590 534,410 496

ハウス トマト（養液、半促成） 20 6,084,000 9,000 338 3,092,244 2,991,756 1,662
トマト（養液、抑制） 20 6,320,000 8,000 395 2,475,198 3,844,802 1,304
水稲 40 478,800 525 228 462,748 16,052 1,864
合　　計 140 21,515,300 8,981,645 12,533,655 7,081

実面積100

１３　トマト 主たる従事者 3.0 人

収量(kg) 単価(円)

ハウス トマト（養液、半促成） 40 12,168,000 9,000 338 6,184,488 5,983,512 3,324
トマト（養液、抑制） 40 12,640,000 8,000 395 4,950,396 7,689,604 2,608
ミディトマト（半促成） 10 2,800,000 7,000 400 1,546,122 1,253,878 1,050
ミディトマト（抑制） 10 2,800,000 7,000 400 1,237,599 1,562,401 920
合　　計 100 30,408,000 13,918,605 16,489,395 7,902

実面積50

１４　トマト＋きゅうり＋水稲 主たる従事者 2.6 人

収量(kg) 単価(円)

ハウス トマト（養液、半促成） 25 7,605,000 9,000 338 3,865,305 3,739,695 2,078
トマト（養液、抑制） 25 7,900,000 8,000 395 3,093,998 4,806,003 1,630
きゅうり（半促成） 25 6,225,000 10,000 249 3,669,608 2,555,393 2,743
きゅうり（抑制） 25 5,078,125 6,250 325 2,058,900 3,019,225 2,105
水稲 50 598,500 525 228 578,435 20,065 2,330
合　　計 150 26,808,125 12,687,810 14,120,315 8,555

実面積100

－４５－

総労働時間

作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり

経営費(円) 農業所得(円) 総労働時間

作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり

経営費(円) 農業所得(円)

作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり

経営費(円) 農業所得(円) 総労働時間



１５　花き 主たる従事者 2.3 人

収量(kg) 単価(円)

ハウス シクラメン 20 12,656,000 8,000 791 3,487,882 9,168,118 2,216
ミニシクラメン 20 7,350,000 10,500 350 6,030,090 1,319,910 3,532
ニューギニアインパチェンス 40 12,256,000 8,000 383 10,010,312 2,245,688 2,860
合　　計 80 32,262,000 19,528,284 12,733,716 8,608

実面積40

１６　養豚（一貫） 主たる従事者 9.7 人

生産量(kg) 単価(円)

種雌豚(LW、系統種) 140 116,324,040 1,533 542 62,888,980 53,435,060 5,180
合　　計 116,324,040 62,888,980 53,435,060 5,180

１７　肉用牛 主たる従事者 8.4 人

生産量(kg) 単価(円)

肉用牛（交雑種） 100 64,110,200 506 1,267 18,071,300 46,038,900 11,080
合　　計 64,110,200 18,071,300 46,038,900 11,080

－４６－

農業所得(円)作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円) 総労働時間

経営費(円) 農業所得(円) 総労働時間

10a当たり

種雌豚1頭当たり
飼養規模(頭) 粗生産額常時飼養規模

経営費(円)

粗生産額(円) 農業所得(円) 総労働時間作目、品種、作型
1頭当たり

経営費(円)飼養規模(頭)



１８　もも＋すもも（中山間地域型） 主たる従事者 0.8 人

収量(kg) 単価(円)

露地 もも　早生種① 10 1,407,500 2,500 563 662,386 745,114 351
もも　中生種② 10 1,725,000 3,000 575 733,188 991,812 496
サマーエンジェル、サマービュート 10 1,250,000 2,500 500 414,327 835,673 295
貴陽 10 1,802,500 2,500 721 563,120 1,239,380 346
太陽 10 1,240,000 2,500 496 458,753 781,247 278
苗木養成ほ場 10 0 0 0 0 0 0
合　　計 60 7,425,000 2,831,774 4,593,226 1,766

１９　すもも＋ぶどう（中山間地域型） 主たる従事者 1.0 人

収量(kg) 単価(円)

露地 サマーエンジェル、サマービュート 10 1,250,000 2,500 500 364,327 885,673 295
貴陽 10 1,802,500 2,500 721 513,120 1,289,380 346
太陽 10 1,240,000 2,500 496 408,753 831,247 278
種なしピオーネ 10 1,129,500 1,500 753 441,573 687,927 351
シャインマスカット 10 1,983,000 1,500 1,322 441,573 1,541,427 351
甲斐路 10 1,278,000 1,800 710 743,590 534,410 496
合　　計 60 8,683,000 2,912,936 5,770,064 2,117

－４７－

経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり

10a当たり

経営費(円) 農業所得(円) 総労働時間作目、品種、作型

総労働時間作目、品種、作型 経営規模(a) 経営費(円) 農業所得(円)粗生産額(円)



【個人または組織経営体類型】

２０　水稲（作業受委託）＋水稲（自作）＋トマト 主たる従事者 2.4 人

収量(kg) 単価(円)

水稲（作業受委託） 1,000 11,970,000 525 228 6,108,200 5,861,800 2,500
水稲（自作） 500 5,985,000 525 228 4,784,350 1,200,650 2,600
ハウス トマト（養液、半促成） 20 6,084,000 9,000 338 3,392,244 2,691,756 1,662

トマト（養液、抑制） 20 6,320,000 8,000 395 2,775,198 3,544,802 1,304
合　　計 30,359,000 17,059,992 13,299,008 8,066

受委託面積 1,000
自作実面積 520

【組織経営体類型】

２１　おうとう＋もも＋ぶどう＋イチゴ 主たる従事者 11.8 人

収量(kg) 単価(円)

雨よけ おうとう　佐藤錦他（観光） 50 9,508,000 800 2,377 2,944,450 6,563,550 1,755
露地 もも　早生種① 100 14,075,000 2,500 563 6,123,860 7,951,140 3,510

もも　中生種② 150 25,875,000 3,000 575 10,247,820 15,627,180 5,940
もも　中晩生種③ 100 17,880,000 3,000 596 6,610,430 11,269,570 4,660
種なし巨峰 40 4,518,000 1,500 753 1,766,292 2,751,708 1,404
種なしピオーネ 40 4,518,000 1,500 753 1,766,292 2,751,708 1,404
シャインマスカット 40 7,932,000 1,500 1,322 1,766,292 6,165,708 1,404
甲斐路 40 5,112,000 1,800 710 2,974,360 2,137,640 1,984
醸造専用種 100 3,600,000 1,800 200 1,268,340 2,331,660 1,250
イチゴ（観光） 20 12,190,000 5,000 1,219 4,674,454 7,515,546 1,080
苗木養成ほ場 30 0 0 0 0 0 0
合　　計 710 105,208,000 40,142,590 65,065,410 24,391

作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり

－４８－

農業所得(円) 総労働時間

経営費(円) 農業所得(円) 総労働時間

作目、品種、作型
受託規模ま
たは経営規
模(a)

粗生産額(円)
10a当たり

経営費(円)



【組織経営体類型】
２２　花き 主たる従事者 3.1 人

収量(kg) 単価(円)

ハウス シクラメン 30 9,540,000 8,000 791 5,231,823 4,308,177 3,324
ミニシクラメン 30 17,280,000 10,500 350 9,045,135 8,234,865 5,298
ニューギニアインパチェンス 60 19,680,000 8,000 383 15,015,468 4,664,532 4,290
合　　計 120 46,500,000 29,292,426 17,207,574 12,912

実面積60

－４９－

経営費(円)
農業所得
(円)

総労働時間作目、品種、作型 経営規模(a) 粗生産額(円)
10a当たり



別添２

経営規模

【単位：a】 目標経営体数 面積(ha)

1 ぶどう 125 10 12.5 ha 

個 2 おうとう＋もも 120 100 120.0 ha 

別 3 おうとう＋ぶどう 125 50 62.5 ha 

経 4 おうとう＋すもも＋かき 120 30 36.0 ha 

営 5 おうとう＋もも＋ぶどう 140 30 42.0 ha 

体 6 おうとう＋すもも＋もも 120 40 48.0 ha 

7 もも＋すもも＋かき 130 30 39.0 ha 

8 もも＋すもも＋ぶどう 150 30 45.0 ha 

9 もも＋すもも 130 40 52.0 ha 

10 もも＋ぶどう 130 50 65.0 ha 

11 ぶどう＋なし 130 10 13.0 ha 

12 ぶどう＋トマト＋水稲 140 30 42.0 ha 

13 トマト 50 10 5.0 ha 

14 トマト＋きゅうり＋水稲 100 40 40.0 ha 

15 花き（シクラメン他） 40 10 4.0 ha 

16 養豚（一貫） 1 0.0 ha 

17 肉用牛（交雑種） 5 0.0 ha 

18 もも＋すもも（中山間地域型） 60 40 24.0 ha 

19 すもも＋ぶどう（中山間地域型） 60 40 24.0 ha 

組織 20 水稲（作業受委託※）＋水稲（自作）＋トマト 520 1 5.2 ha 

経営体 21 おうとう＋もも＋ぶどう＋イチゴ 710 1 7.1 ha 

22 花き（シクラメン他） 60 1 0.6 ha 

合計 599 686.9 ha 

－５０－

○効率的かつ安定的な農業経営の育成経営体の目標

育成経営体の目標経営
形態

指標No. 営農類型
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別紙１（第４の２の（１）⑥関係）                                            

  

  次に掲げる者が利用権の設定等を受けた後において、法第１８条第２項第２号に規 

定する土地（以下「対象土地」という。）の用途ごとにそれぞれ定める要件を備えて  

いる場合には、利用権の設定等を行うものとする。                               

（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９８条第１項の規定による地方開  

     発事業団体以外の地方公共団体（対象土地を農業上の利用を目的とする用途たる 

     公用又は公共用に供する場合に限る。）、農業協同組合等（農地法施行令（昭和 

  ２７年政令第４４５号）第２条第２項第１号に規定する法人をいい、当該法人が 

対象土地を直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供する場合に限 

る。）又は畜産公社（農地法施行令第２条第２項第３号に規定する法人をいい、当

該法人が同号に規定する事業の運営に必要な施設の用に供する場合に限る。）    

                                                         

  〇対象土地を農用地（開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合にお 

   けるその開発後の農用地を含む。）として利用するため利用権の設定等を受ける 

   場合                                                                     

       ・・・法第１８条第３項第２号イに掲げる事項                   

  〇対象土地を農業用施設用地（開発して農業用施設用地とすることが適当な土地を 

    開発した場合におけるその開発後の農業用施設用地を含む。以下同じ。）として 

    利用するための利用権の設定等を受ける場合                                 

       ・・・その土地を効率的に利用することができると認められること。    

  

（２）農業協同組合法第７２条の１０第１項第２号の事業を行う農事組合法人（農地所 

   有適格法人である場合を除く。）又は生産森林組合（森林組合法（昭和５３年法 

律第３６号）第９３条第２項第２号に掲げる事業を行うものに限る。）（それぞ

れ対象土地を農用地以外の土地としてその行う事業に供する場合に限る。）      

   

  〇対象土地を混牧林地として利用するため利用権の設定等を受ける場合           

    ・・・その土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると 

      認められること。 

  〇対象土地を農業用施設用地として利用するため利用権の設定等を受ける場合     

    ・・・その土地を効率的に利用することができると認められること。    

  

（３）土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第２条第２項各号に掲げる事業（同 

     項第６号に掲げる事業を除く。）を行う法人又は農業近代化資金融通法施行令（昭  

     和３６年政令第３４６号）第１条第６号、第８号又は第９号に掲げる法人（それ

  ぞれ対象土地を当該事業に供する場合に限る。）                                 

 

〇対象土地を農業用施設用地として利用するため利用権の設定等を受ける場合     

    ・・・その土地を効率的に利用することができると認められること。 
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別紙２（第４の１（２）関係）                                                

  

Ⅰ 農用地（開発して農用地とすることが適当な土地を含む。）として利用するため 

  の利用権（農業上の利用を目的とする賃借権又は使用貸借による権利に限る。）の 

  設定又は移転を受ける場合                                                   
 

①存続期間（又は残存期間） ② 借賃の算定基準 ③ 借賃の支払方法 ④ 有益費の償還 

１ 存続期間は３年又は５年（農業者年

金制度関連の場合は１０年、開発して

農用地とすることが適当な土地につ

いて利用権の設定等を行う場合は、開

発してその効用を発揮する上で適切

と認められる期間その他利用目的に

応じて適切と認められる一定の期間）

とする。ただし、利用権を設定する農

用地において栽培を予定する作目の

通常の栽培期間からみて３年又は５

年とすることが相当でないと認めら

れる場合には、３年又は５年と異なる

存続期間とすることができる。 

２ 残存期間は、移転される利用権の 

 残存期間とする。 

３ 農用地利用集積計画においては、 

 利用権設定等促進事業の実施により 

 設定（又は移転）される利用権の当 

 事者が当該利用権の存続期間（又は 

 残存期間）の中途において解約する 

 権利を有しない旨を定めるものとす 

 る。 

１ 農地については、農地法第52の規定 

 により農業委員会から提供される賃借料 

 情報等を十分考慮し、当該農地の生産条 

 件等を勘案して算定する。 

２ 採草放牧地については、その採草放牧 

 地の近隣の採草放牧地の借賃の額に比準 

 して算定し、近傍の借賃がないときは、 

 その採草放牧地の近傍の農地について算 

 定される借賃の額を基礎とし、当該採草 

 放牧地の生産力、固定資産評価額等を勘 

 案して算定する。 

３ 開発して農用地とすることが適当な土 

 地については、開発後の土地の借賃の水 

 準、開発費用の負担区分の割合、通常の 

 生産力を発揮するまでの期間等を総合的 

 に勘案して算定する。 

４ 借賃を金銭以外のもので定めようとす 

 る場合には、その借賃は、それを金額に 

 換算した額が、上記１から３までの規定 

 によって算定される額に相当するように 

 定めるものとする。 

  この場合において、その金銭以外のもの 

で定められる借賃の換算方法については、 

「農地法の一部を改正する法律の施行に 

ついて」(平成13年３月１日付12経営第115 

3号農林水産事務次官通知)第６に留意し 

つつ定めるものとする。 

１ 借賃は、毎年農用地利用集積計画 

 に定める日までに当該年に係る借賃 

 の全額を一時に支払うものとする。 

２ １の支払いは、賃貸人の指定する 

 農業協同組合等の金融機関の口座に 

 振り込むことにより、その他の場合 

 は、賃貸人の住所に持参して支払う 

 ものとする。 

３ 借賃を金銭以外のもので定めた場 

 合には、原則として毎年一定の期日 

 までに当該年に係る借賃の支払等を 

 履行するものとする。 

１ 農用地利用集積計画においては、利 

 用権設定等促進事業の実施により利用 

 権の設定（又は移転）を受ける者は、 

 当該利用権に係る農用地を返還するに 

 際し民法の規定により当該農用地の改 

 良のために費やした金額その他の有益 

 費について償還を請求する場合その他 

 法令による権利の行使である場合を除 

 き、当該利用権の設定者に対し名目の 

 いかんを問わず、返還の代償を請求し 

 てはならない旨を定めるものとする。 

２ 農用地利用集積計画においては、利 

 用権設定等促進事業の実施により利用 

 権の設定（又は移転）を受ける者が当 

 該利用権に係る農用地を返還する場合 

 において、当該農用地の改良のために 

 費やした金額又はその時における当該 

 農用地の改良による増価額について、 

 当該利用権の当事者間で協議が整わな 

 いときは、当事者の双方の申出に基づ 

 き南アルプス市が認定した額をその費

やした金額又は増価額とする旨を定め

るものとする。 
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Ⅱ 混牧林地又は農業用施設用地（開発して農業用施設用地とすることが適当な土地 

  を含む。）として利用するため利用権（農業上の利用を目的とする賃借権又は使用 

  貸借による権利に限る。）の設定又は移転を受ける場合                         
 

①存続期間（又は残存期間） ② 借賃の算定基準 ③ 借賃の支払方法 ④ 有益費の償還 

Ⅰの①に同じ。 １ 混牧林地については、その混牧林地の 

 近傍の混牧林地の借賃の額、放牧利用の 

 形態、当事者双方の受益又は負担の程度 

 等を総合的に勘案して算定する。 

２ 農業用施設用地については、その農業 

 用施設用地の近傍の農業用施設用地の借 

 賃の額に比準して算定し、近傍の借賃が 

 ないときは、その農業用施設用地の近傍 

 の用途が類似する土地の借賃の額、固定 

 資産税評価額等を勘案して算定する。 

３ 開発して農業用施設用地とすることが 

 適当な土地については、Ⅰの②の３と同 

 じ。 

Ⅰの③に同じ。  Ⅰの④に同じ。 

 
 

                                                                             

Ⅲ 農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利 

 の設定を受ける場合                                                         
 

①存続期間 ② 損益の算定基準 ③ 損益の決済方法 ④ 有益費の償還 

Ⅰの①に同じ。 １ 作目等毎に、農業の経営の受託に係る 

 販売額（共済金を含む。）から農業の経 

 営に係る経費を控除することにより算定 

 する。 

２ １の場合において、受託経費の算定に 

 当たっては、農業資材費、農業機械施設 

 の償却費、事務管理費等のほか、農作業 

 実施者又は農業経営受託者の適正な労賃 

 ・報酬が確保されるようにするものとす 

 る。 

Ⅰの③に同じ。この場合においてⅠの 

③中の「借賃」とあるのは「損益」と、 

「賃貸人」とあるのは「委託者（損失 

がある場合には、受託者という。）」 

と読み替えるものとする。 

 Ⅰの④に同じ。 
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Ⅳ 所有権の移転を受ける場合                                                 
 

 ①対価の算定基準 ② 対価の支払方法 ③ 所有権の移転の時期  

   

  土地の種類及び農業上の利用目的毎 

にそれぞれ近傍類似の土地の通常の取 

引（農地転用のために農地を売却した 

者が、その農地に代わるべき農地の所 

有権を取得するため高額の対価により 

行う取引その他特殊な事情の下で行わ 

れる取引を除く。）の価額に比準して 

算定される額を基準とし、その生産力 

等を勘案して算定する。 

 農用地利用 集積計画に定める所有権の

移 

転の対価の支払期限までに所有権の移転を 

受ける者が所有権の移転を行う者の指定す 

る農業協同組合等の金融機関の口座に振り 

込むことにより、又は所有権の移転を行う 

者の住所に持参して支払うものとする。 

 農用地利用集積計画に定める所有権の移転の対価の支払期限までに対価の全部 

の支払いが行われたときは、当該農用地利用集積計画に定める所有権の移転の時 

期に所有権は移転し、対価の支払期限までに対価の全部の支払いが行われないと 

きは、当該所有権の移転に係る農用地利用集積計画に基づく法律関係は失効する 

ものとする。 

 

 

 

 


