
(別糸氏様式1)

平成23年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

都道府県名

農業委員会名

1法令事務に関する点検

1総会等の開催及び議事録の作製

(と主)冷i1三籠?駅誓日'1ン開両むt气911袈.堰倫知してぃなか、た

周知の方法

改善措置

周知していない場合、
その理由

本庁公示板に掲載

(2)総会等の議事録の作製

(1Z)作製しているイ 作製していない又は作製していなかった

作製までに要した
約10日間

期問

岡山県

勝央町農業委員会

改善措置 事務局による議案書の読み上ιナ部分も、できるだけ記録する。

※作製までに要した期間については、議事録の作製の手続及びそれに要した平均日数を記入

改善措置

(3)議事録の内容

くZ)詳細なものを作製している イ概要のみで作製している又は作製していた

農業関係者以外の者でも審議経過が理解できるよう、難しい言葉を使わないよ
改善措置

う作製する。

イ公表していない又は公表していなかった

事務局(産業建設部)に備え付け

(4)議事録の公表

く三)公表している

公表の方法



2事務に関する点検

a)農地法第3条に基づく許可事務

(1年間の処理件数:30件、うち許可30件及び不許可一件)

具体的な内容点検項目

事務職員による申請書類の確認及び聞き取り調査を行うととも
実施状況に、担当地区農業委員による現地調査並びに必要に応じて申請者

に対する聞き取りを実施している。事実関係の確認

総会等での審議

申請者ヘの審議結果
の通知

是正措置

実施状況

是正措置

審議結果等の公表

関係法令・審査基準に基づき、議案ごとに審議している。

実施状況

是正措置

実施状況

是正措置

実施状況

是正措置

申請者ヘ総会等での指摘や許可条件等
を説明した件数

不許可処分の理由の詳細を説明した件数

総会で農業委員から指摘された留意事項を申請者ヘ伝える。

議事録にて詳細に記載し、公表している。

処理期間

(2)農地転用に関する事務(意見を付して知事ヘの送付)

(1年間の処理件数:13件)

点検項目

標準処理期間申請書受理から25日

事務処理の事前周知を行う。

事実関係の確認

総会等での審議

実施状況

是正措置

実施状況

是正措置

実施状況

是正措置

実施状況

是正措置

具体的な内容

事務職員による申請書類の確認及び聞き取り調査を行うととも
に、担当地区農業委員による現地調査並びに必要に応じて申請者
に対する聞き取りを実施している。

審議結果等の公表

30件

件

処理期間(平均)

15日

処理期間

許可基準に基づき、転用事業内容、立地状況等について総合的
に判断している。

15日

議事録にて詳細に記載し、公表している。

標準処理期間申請書受理から25日

事務処理の事前周知を行う。

処理期間(平均)



(3) 農業生産法人からの報告ヘの対応

点検項目

農業生産法人からの報告について

管内の農業生産法人数

うち報告書提出農業生産法人数

うち報告書の督促を行った農業生産法人数

うち督促後に報告書を提出した農業生産法人数

うち報告書を提出しなかった農業生産法人

農業生産法人の状況について

実施状況

(4)

提出しなかった理由

情報の提供等

点検項目

賃借料情報の調査・
提供

農業生産法人の要件を欠くぉそれがあるため農業委員会
が必要な措置をとるべきことを勧告した農業生産法人数

対応方針

2法人

2法人

0法人

0法人

0法人

対応状況

農地の権利移動等の
状況把握

実施状況

具体的な内容

公表時期
調査対象賃貸借件数202件

平成24年4月

情報の提供方法:ホームページで公表する。

是正措置

農地基本台帳の整備

実施状況

調査刻象権利移動等件数594件'期調査刻象権利移動等件数594件ソソ

情報の提供方法:ホームページで公表する。

是正措置

0法人

実施状況

整備方法
整備対象農地面積1,688血 電算処理システムを導

入し整備。

データ更新:農地の利用状況調査結果、相続等の届出、農地法
の許可、農用地利用集積計画に基づく利用権設定等、その他補
足調査を踏まえ、毎月更新。

是正措置



農用地利用集積計画の決定

(1年間の処理件数:426件、うち決定426件)

点検項目

事実関係の確認

総会等での審議

実施状況

是正措置

実施状況

是正措置

実施状況

是正措置

審議結果等の公表

具体的な内容

農用地利用集積計画の記載内容を確認している。

(5)

関係法令・審査基準に基づき、議案ごとに審議している。

地域の農業者等からの意見等

農地法第3条に基づく許可事務

議事録に記載の上公表している。

農地転用に関する事務

農業生産法人からの報告ヘの対応意見なし

意見なし

意見なし

情報の提供等

その他法令事務に関するもの

※地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

意見なし

意見なし



Ⅱ法令事務(遊休農地に関する措置)1こ関する評価

1現状及び課題

管内の農地面積(A) 遊休農地面積(B) 割合佃/AXI00)現 状
(平成22年12月現在) 5.3%1,688.oha 90.3ha

耕作放棄地再生利用に向けた取組(再生作業・士壌改良)を推進する。題

※遊休農地面積は、農地法第30条第1項及び第2項に規定する農地の利用状況調査により把握した
同条第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する農地の総面積を記入

2平成23年度の目標及び実績

標①目 夫

※1目標欄には、別紙様式2の1の4の目標欄の目標値を記入
※2実績欄には、1年間に1の遊休農地面積をどの程度減少させたかを記入

32の目標の達成に向けた活動

調査実施時期 調査員数(実数) 調査結果取りまとめ時期

9月~11月 15人 10月~12月

0耕作放棄地発生防止に向けた取組農地の利用状況
9月~11月農地パトローノレ調査

調査方法0遊休農地について、所有者に意向調査(アンケート)を行い、利用可能
地については、担い手に優先的に斡旋を行う。
12月~2月意向調査

遊休農地ヘの指導実施時期:12月~2月

調査実施時期 調査結果取りまとめ時期

9月~10月 11月~12月

3.6ha

指導対象者:4人

対象者:0人

対象者:0人

績②

フ.9ha

達成状況(②/①XI00)

農地の利用状況
調査

遊休農地ヘの指導首'イ, 指導面積:0 8ha

遊休農地である旨の通知 件数:0件 面積 Oha

農業上の利用の増進を図るために必要な措
件数:0件 面積 Oha

置を講ずべきことの勧告

その他の取組状況農業委員による日常的な農地パトロールを実施。

※その他の取組状況欄には、農地の利用状況調査以外の遊休農地に対する監視活動を記入

4評価の案

219.4%

調査方法

1調査区域を7地区に区切り担当の農業委員を定め、調査管内全域を
道路からの目視による巡回調査を地区ごとに実施

遊休化している場合は、当該農地等の状況をさらに詳しく確認し、地図
等に記録
2農地が集団的に利用されている地域等周辺農業に及ほす影響の大き
い地域から1恒次調査
3仮登記農地、農地法第3条第3項及び基盤法第18条第2項第6号の権
利設定農地、納税猶予特例適用農地を明確にして調査

目標を達成しており、遊休農地の所有者等ヘの指導が確実に行えているの
で、目標としては妥当。

遊休農地の所有者等ヘの指導は確実に進展し遊休農地解消ヘの理解が進
みつつある。このため、農家ヘの事前周知による円滑な利用状況調査や指導を
行うとともに、指導の段階で遊休農地の有効利用が図られるよう徹底することが
必要。

調査員数(実数)

16人

目標に対する評価の案

活動に対する評価の案

活
動
計
画

活
動
実
績



5地域の農業者等からの意見等

目標の評価案に
対する意見等

活動の評価案に
意見なし

対する意見等

※地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

6地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定

意見なし

目標に対する評価
目標を達成しており、遊休農地の所有者等ヘの指導が確実に行えているの

で、目標としては妥当。

遊休農地の所有者等ヘの指導は確実に進展し遊休農地解消ヘの理解が進
みつつある。このため、農家ヘの事前周知による円滑な利用状況調査や指導を
行うとともに、指導の段階で遊休農地の有効利用が図られるよう徹底することが
必要。

活動に対する評価



Ⅲ促進等事務に関する評価

1認定農業者等担い手の育成及び確保

(1)現状及び課題

1,459戸認定農業者特定農業法特定農業団体農家数
現 状

うち主業農家 81jコ
(平成22年12月現在) 0団体声業生声法人数2法人89経宮 0法人

近年、農業従事者の減少・高齢化が急速に進むとともに、農畜産物価格の低迷、生産
費の上昇等により各経営体は維持・拡大に非常に苦労をしている。この現状に本町の農

題
業が持続的な維持をなすためには、農業後継者の育成は勿論、新規就農者や集落営
農組織など、多様な農業の担い手を確保・育成していく必要がある。

※農業者や農業経営体の把握時点が異なる場合には、欄外にそれぞれの把握時点を注記

(2)平成23年度の目標及び実績

特定農業団体認定農業者 特定農業法人

標① 団体1経営 法人
゛J-

績② 0経営 団体法人夫

"況
%0% %

(②/'1×100)
※1目標欄には、別紙様式2のⅡの1の(4)の目標欄の目標値を記入
※2実績欄には、1年問に(1)の認定農業者、特定農業法人及び特定農業団体をどの程度増加させたか

を記入

(4)評価の案

認定農業者

実態を踏まえた目標値の再
目標に対する評価の案検討、個別面談が必要、目

標値は妥当であった。

普及の取組は計画どおり実
活動に対する評価の案施。今後も継続的に実施する

必要がある

特定農業団体

(3)(2)の目標の達成に向けた活動

認定農業者

農業委員が日常活動の中
で、農業者ヘの周知・勧誘を

活動計画 行うとともに、情報収集を行
い、町産業建設部と連携し、
認定及び推進活動を実施。

認定農業者候補者に対す
る説明会を開催。認定農業

活動実績
者の期問満了者の再認定を
推進。

特定農業法人

特定農業法人

特定農業団体

一
一

一
一

課



(5)地域の農業者等からの意見等

上示a.出」意見なし

ヨ1.こ意見なし

※地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

(6)地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定

特定農業法人認定農業者

実態を踏まえた目標値の再
目標に対する評価検討、個別面談が必要、目

標値は妥当であった。

普及の取組は計画どおり実

活動に対する評価施。今後も継続的に実施する
必要がある

特定農業団体



2 担い手ヘの農地の利用集積

(1)現状及び課題

現 状
(平成22年12月現在)

※これまでの集積面積は、把握時点において担い手ヘ利用集積されている農地の総面積を記入

(2)平成23年度の目標及び実績

管内の農地面積

1,688.0

題

農業従事者の減少・高齢化等により、町内全域で農地所有者自らが耕作・管理すること
が困難な農地が増加している。営農条件に恵まれない地域においては耕作放棄地の増
加が見られる。優良農地や遊休農地については、農地利用集積円滑化事業により担い
手ヘの利用集積を進めて、担い手の規模拡大や作業効率の向上を図る。

目

※1

※2

標①

目標欄には、別紙様式2のⅡの2の(4)の目標欄の目標値を記入
実績欄には、1年間に(1)の集積面積をどの程度増加させたかを記入

(2)の目標の達成に向けた活動

4月~3月(毎月)利用集積計画の作成・公告
通年(随時)相談業務等における農業者に対する利用権設定制度の周知活動計画
転作受付会場等で農業者ヘの利用権設定制度の周知や利用権設定の実施

16.oha

(3)

ha

これまでの集積面積

259.6ha

夫

1%83

績②

13.3ha

活動実績

(4)評価の案

集積率

15.796

達成状況(②/①XI00)

目標が達成出来なかったためアンケート調査を行い、その結果を踏まえた目標
目標に対する評価の案

値の見直しが必要。

説明会・受付等の機会ごとに周知を行っており、対象者の理解が進んだものの、
活動に対する評価の案利用集積の目標値には到達できなかった。理解を得るため周知活動を継続する

ことが必要。

4月~3月(毎月)利用集積計画の作成・公告
通年邵迦寺)相談業務等における農業者に対する利用権設定制度の周知
地区からの新規事業等についての説明会要望の際に、合わせて制度の周知
転作受付会場等で農業者ヘの利用権設定制度の周知や利用権設定の実施

(5)地域の農業者等からの意見等

目樮の坪価案に=上示Ξ.生.」意見なし

山Ξゞ',」意見なし

※地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

(6)地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定

目標が達成出来なかったためアンケート調査を行い、その結果を踏まえた目標
目標に対する評価

値の見直しが必要。

説明会・受付等の機会ごとに周知を行っており、対象者の理解が進んだものの、
活動に対する評価利用集積の目標値には到達できなかった。理解を得るため周知活動を継続する

ことが必要。

課



3違反転用ヘの適正な対応

(1)現状及び課題

現 状
(平成22年12月現在)

管内の農地面積(A) 違反転用面積(B) 割合佃/AXI00)

%Oha1,688.oha

農地を農地以外の用途ヘ転用する場合には、農地法による農業委員会の許可
が必要であることを、農業者はもとより、広く町民に対して周知を行うとともに、違

題 反転用が発生しないよう、年1回は農地ハトロールを実施する。日常的な活動1」
おいても巡視活動を徹底する

※違反転用面積は、把握時点において管内で農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定等に違反
転用されている農地の総面積を記入

(2)平成23年度の目標及び実績

目

※1

※2

標①

目標欄には、別紙様式2のⅡの3の(4)の目標欄の目標値を記入
実績欄には、1年間に(1)の違反転用面積をどの程度減少させたかを記入

(2)の目標の達成に向けた活動

0違反転用の是正指導違反転用案件が発生した場合には、転用事業者に対
し、違反是正の意向等の聴き取りを行うとともに、速やかに必要な措置を講じるよ

活動計画 う指導する。
0違反転用の発生防止に向けた取組
9月~11月農地パトローノレ

(3)

ha

夫

%

績②

活動実績

ha

達成状況(②/①XI00)

(4)評価の案

目標に対する評価の案違反転用は発生防止及び早期発見・早期指導が重要であり、妥当なものと考え

0目的外利用をしていた転用事業者に対し、是正の意向等の聴き取りを行うとと
もに、速やかに必要な措置を講じるよう指導。
0違反転用の発生防止に向けた取組
10月~11月農地パトロールの実施

違反転用者ヘの聞き取りを実施したものの、是正されていないものがある。県と
連携し是正指導を強化する必要。

活動に対する評価の案

課



(5)地域の農業者等からの意見等

目標の評価案に
意見なし

対する意見等

'ヨ盆ミ」意見なし

※地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

(6)地域の農業者等からの意見等を踏まえた評価の決定

違反転用者ヘの聞き取りを実施したものの、是正されていないものがある。県と
連携し是正指導を強化する必要。

目標に対する評価結果違反転用は発生防止及び早期発見・早期指導が重要であり、妥当なものと考え

活動に対する評価結果


