平成２８年度担い手等との意見交換実施状況
主な参集者
開催日 開催場所

4月13日

会議等の名称

多度津町 新規就農相談会

認定・新規就農者
別、関係機関名
新規就農希望者、多度津町(担
い手、農地担当)、農地機構専
門員

主な意見・内容
人

今後の取組み等

数

５人

本人の就農意向聴取、農地状況等の情報提
農地の貸借の予定が立てば、関係機関と
供
相談会を開催し就農計画作成

4月15日

高松市

香川県経営者協議会役員会

認定農業者、県関係課、農地
機構

２５人

農地中間管理事業の平成27年度の実施実
績について

4月16日

三木町

集落営農検討会

中地区代表等、三木町、東讃
農業改良普及センター、農地
機構専門員

16人

農事組合法人等設立手続き、アンケート内容 アンケート結果については、次回報告、農
説明、農地集積調査票記載内容説明、経営 地機構に預ける農地を記入し持参、５月以
転換協力金
降月２回程度開催する。次回開催５月２１
日

4月25日

坂出市

坂出市経営者協議会総会

認定農業者、坂出市関係者、
中讃農業改良普及センター、
農地機構

45人

5月9日

高松市

高松市青年就農給付金等説明
会

新規就農予定者、高松市、ＪＡ
香川県中央地区営農セン
ター、東讃農業改良普及セン
ター、農地機構

１８人

農地の貸借、農地中間管理機構、経営所得
安定対策、人・農地プラン、青年就農給付金 就農計画作成についての支援
事業、新規就農サポート事業、ＪＡの営農事
業

5月11日

高松市

香川県集落営農法人等協議会
総会

集落営農法人代表者、県、ＪＡ
香川県、日本政策金融髙松支
店、農業会議、農地機構

７０人

県における集落営農の推進、農地中間管理
事業の進捗状況と今後の取組、制度資金の 農地機構と法人関係団体との農地貸借関
係の締結検討
概要

集落営農検討会

中地区代表等、三木町、東讃
農業改良普及センター、農地
機構・専門員

1５人

農地機構に預ける農地の現調を行い位置図
作成するので確認して欲しい。アンケート結
果は後日町から説明。普及センターで法人の 次回の打ち合わせは６月２５日
定款と作付計画を作成し、収支を試算。理事
と会計年度を決めること

新規就農希望者、多度津町担
当者(担い手)、農地機構専門
員

３人

本人の農地集積希望地域の確認

新規就農予定者、研修受入農
家、綾川町・農委事務局、中讃
農業改良普及センター、農地
機構専門員

７人

認定新規就農計画や農地確保の手順、補助 来春就農に向けて必要に応じて検討会を
事業の内容手続き等について
開催

5月21日

6月2日

6月7日

三木町

多度津町 新規就農相談会

綾川町

就農に向けての事前相談会

平成２７年度 農地中間管理事業の実施実
績、坂出市における農地貸借の現状

平成２８年度の進捗状況等の報告、機構単
独事業等の推進

平成２８年度の進捗状況等の報告、機構単
独事業等の推進

備考

6月8日

多度津町 新規就農相談会

新規就農希望者、多度津町担
当者(担い手、農地)、農地機構
専門員

５人

自治会代表者から新規就農予定者の貸借希
自治会代表者から貸借予定農地に係る水
望地区の農地の状況等説明、現地で農地確
利代表者に事情を説明しておく
認

１７人

平成２７年度事業報告、平成２７年度財務諸
農地中間管理事業については、強化する
表、平成２７年度資金運用実績、評議員会招
課題に積極的に取り組む
集

6月13日

高松市

理事会

理事、監事、県、機構

6月18日

綾川町

集落営農検討会

九十原営農集団構成員、中讃
農業改良普及センター、農地
機構専門員

８人

6月21日

高松市

第１回農地中間管理事業評価委
員会

評価委員（認定農業者含む）、
機構役員、県

1５人

農地中間管理事業平成２７年度実績、平成２
７年度の結果を踏まえた今後の取組み、平成 重点的課題に積極的に取り組む。
２７年度事業評価

野菜栽培研修会

認定農業者、認定新規就農
者、肥料等取扱業者、大阪卸
売市場関係者、中讃農業改良
普及センター、農地機構

35人

農地中間管理事業の平成27年度の実施実
績について

評議員会

評議員、理事長、専務、監事、
県、農地機構

１８人

農地を集積していく必要があるが自然農法的
な新規就農者が入ると地域との連携等対応
が難しくなる。遊休地を増やさないためにも、
機構が基盤整備に対応すべき。

集落営組織化と農地集積計画

観音寺市重点実施地区立石地
区代表者、県農業経営課、農
地機構

４人

さぬき市 大川地区農業士等意見交換会

新規就農者、農業士、認定農
業者、さぬき市、東かがわ市及
び農業員、JA、農業共済、県
農業経営課、普及センター、農
地機構ほか

１０５人

6月21日

6月24日

7月1日

7月8日

丸亀市

高松市

高松市

7月12日 まんのう町 認定農業者等との意見交換会

7月19日

高松市

香川県集落営農法人等協議会
役員会

認定農業者、まんのう町農業
委員会事務局、農地機構

香川県集落営農法人等協議会
役員、農業経営課、農業会議、
農地機構

５人

２０人

法人化に伴う農地貸借、認定農業計画作
成、補助事業の内容手続き等

今秋の法人化に向けて関係機関が必要に
応じて対応

平成２８年度の進捗状況等の報告、機構単
独事業等の推進

新規就農者については、関係機関が連携
して対応したい。基盤整備については、県
は、機構の重点地域に重点的に事業に取
り組むこととしている。

集落営農構成員の農地所有と耕作状況の確
認、集落営農組織法人化に対する支援措置 今年度末の法人化を目指すこととしてい
と農地貸借に係る支援措置について。パイプ る。
ライン化は県営で実施予定

認定新規就農者への支援策等について

毎年１回開催

小作権解消に向けての事例等、農地確保の
農業委員会事務局からの継続的に説明
ための対策

農地機構との連携のあり方、農地中間管理
事業の推進について

7月22日

高松市

香川県経営者協議会平成２８年
度通常総会

協議会会員(法人、認定農業
者)、農業会議、農地機構

８０人

農地機構との連携のあり方、農地中間管理
事業の推進について

7月22日

丸亀市

第１回農家説明会

丸亀市内農家、丸亀市農業委
員会事務局、農地機構

８０人

農業委員会の制度改正について、丸亀市に
おける農地機構活用状況

7月25日

高松市

集落営組織化と農地集積計画

観音寺市重点実施地区立石地
区代表者、県農業経営課、農
地機構

４人

集落営農組織法人化に対する支援措置と農 今年度末の法人化を目指すこととしてい
地貸借に係る支援措置等について
る。

7月25日

綾川町

法人化準備会

九十原営農集団、普及セン
ター、農地機構

９人

定款案文、運営方法等の調整、農地貸借の
農地貸借について、構成員と調整
具体的調整と協力金や補助金等について

7月25日

三木町

三木町人・農地プラン検討会

認定農業者、農業士、農業委
員会、JA、普及センター、農地
機構等

１１人

7月25日

高松市

農地集積に係る事案について

観音寺市重点実施地区立石地
区代表者、県農業経営課、農
地機構

3人

7月26日

丸亀市

第２回農家説明会

丸亀市内農家、丸亀市農業委
員会事務局、農地機構

６０人

7月29日

三豊市

三豊市遊休農地解消対策研修
会

三豊市、農業委員、農業経営
課、農地機構

８人

7月29日

高松市

高松地区農業士意見交換会

新規就農者、農業士、認定農
業者、高松市、三木町及び農
業委員、JA、農業共済、普及
センター

7月29日

高松市

高松・三木地区集落営農組織研
修会

集落営農組織、市町、JA、共
済組合、県農業経営課、普及
センター、農地機構

8月1日

さぬき市 認定新規就農希望者との面談

認定新規就希望者、さぬき市、
農地機構

人・農地更新案説明

毎年１回開催

更新時随時開催

集落営農の法人化で農地集積するが、集落
には規模拡大志向認定農業者もいる。この
認定者の意向は優先されるか。経営転換協 質問に係る回答。集落内構成員との戸別ヒ
力金を売れるため経営を行った証拠書類は アリングの実施
いるのか。地域集積協力金の集積率にかか
る出入作等について
農業委員会の制度改正について、丸亀市に
８月２日に第３回開催予定
おける農地機構活用状況

今後の対応等について

毎年１回開催予定

９７人

認定新規就農者への支援策等について

毎年１回開催予定

８０人

冊子「農地活用レポー」ト、農地活用チラシの
提供

４人

希望者の営農計画書についての説明、農地
随時開催
機構の役割

8月2日
8月4日

新農業委員会制度等説明会

認定農業者、丸亀市、農業委
員、農地機構

８１人

まんのう町 認定農業者との意見交換会

認定農業者、農業委員、農業
委員会事務局、農地機構

６人

丸亀市

農業委員会の制度改正について、丸亀市に
おける農地機構活用状況
地区農地の集積のあり方

随時開催

農地機構が貸付けた農地の活用状況等

毎年１回開催予定

麦作推進研修大会

認定農業者、認定新規就農
者、集落営農組織、各市町、各
市町農業委員会、JA、農地機
構

米政策の推進に関する懇談会

認定農業者、認定新規就農
者、農地所有適格法人、農業
会議、県農業生産流通課、農
林水産省、農地機構

３０人

8月17日 まんのう町 認定農業者等との意見交換会

認定農業者、農業委員会事務
局、農地機構

3人

経営改善計画について

8月18日

丸亀市

かがわニューファーマー塾

認定新規就農者、新規就農
者、農業大学校学生、県農業
経営課、普及センター、農大、
農地機構

６０人

農地集積について説明

8月31日

土庄町

小豆郡青年農業者等島内研修
会

農業士、認定農業者、新規就
農者、土庄町、小豆島町、普及
センター、農地機構

２６人

農業法人制度について、制度資金、資金計
画について、事例に見る農業経営の法人化
について、農地活用について

8月31日

綾川町

新規就農者とのヒアリング

新規就農予定者者、農業委員
会事務局、JA、普及センター、
農地機構

９人

認定新規就農計画について、農地の貸借に
ついて

9月3日

綾川町

法人設立準備会

九十原営農集団、農地機構

８人

農地持込みに関する具体的な調整

再度開催

9月5日

坂出市

府中パイロット地区の農地集積

府中パイロット土地改良区、集
積予定者、農地機構

６人

集積可能農地の確認、電気、水道の現況

電気配線,水土配管の確認

9月7日

坂出市

農事組合法人迯田原設立準備
打合せ

役員予定者、坂出市、農地機
構

8人

法人定款、農地集積等協議

再度開催

9月9日

丸亀市

農事組合法人法の里定例会

構成員、農地機構

8月5日

8月10日

丸亀市

高松市

２５０人

農地中間管理事業を活用した農地集積・集
約化の促進

随時開催

11人

農地機構の概要説明、農地賃貸借契約につ
随時開催
いての説明

１５人

集落組織の立ち上げ、農地中間管理事業に
ついて。平成２８年１１月任意組織設立、平成
次回開催は、１０月２９日
２９年７月までに法人化を目指す。集落営農
参加可否アンケートを９月末までに提出

9月10日

三木町

中免集落営農検討会

構成員、三木町、普及セン
ター、農地機構

9月10日

綾川町

九十原営農集団法人化設立準
備会

構成員、農地機構

８人

農地持込みに関する具体的な調整

9月16日

綾川町

九十原経営改善計画ヒアリング

構成員、普及センター、農業委
員会事務局、農地機構

８人

経営改善計画について

坂子機械利用集団、集落代表
農家、普及センター、農地機構

９人

法人化のメリットについて

随時開催

西讃地区果樹産地協議会会

4人

西讃地区果樹産地協議会の構成団体への
参画、農地中間管理事業の進捗状況

総会時に参加

東讃地区果樹産地協議会会

4人

東讃地区果樹産地協議会の構成団体への
参画、農地中間管理事業の進捗

総会時に参加

10月11日 まんのう町 茶畑再生利用意見交換会

町議、農業委員、土地所有者、
町、農地機構

８人

茶畑の再生利用のため、農地所有適格化法
随時開催
人の設立と設立後の支援策

10月17日

高松市

かがわビジネス交流会

認定農業者、農業法人、中小
企業、県、農地機構、農業会
議、政策金融公庫

８０人

農地中間管理事業の進捗状況

10月20日

綾川町

かがわ集落営農塾

集落営農法人及び法人指向営
農集団代表者等、県、農地機
構

３５人

農地機構を通じての貸借は法人化が必須。
出し手・受け手助成内容、進捗状況、冊子
「農地活用レポート」提供

10月29日

三木町

中免集落営農検討会

中免集落営農構成員、普及セ
ンター、町、農地機構

１８人

農事組合法人創立検討、農機機構事業

11月11日 多度津町 新規就農相談会

就農予定者、JA、普及セン
ター、農業委員会、町、機構職
員

７人

11月14日

農業共済部長、農業共済、農
地機構

１７０人

離農予定者、農地利用最適化
推進委員、農地機構

３人

離農するに当たっての支援措置

推進委員からの紹介で、機構職員が経営
転換協力金の内容を説明し、マッチングに
向けて協議予定

かがわ農業フェアでの農地集積
相談

農業者、機構職員

4人

受け手が見当たらない地域への対応

農地集積専門員に情報提供

10月3日

さぬき市 坂子地区集落営農

10月4日

観音寺市 西讃地区果樹産地協議会打合せ 長、ＪＡ、農地機構

10月6日

高松市

高松市

東讃地区果樹産地協議会打合せ 長、ＪＡ、農地機構

農業共済部長研修会

11月17日 東かがわ市 農地貸借等相談
11月20日

綾川町

年１回開催

随時開催

農地貸借を含め就農までの手順、制度・補助
必要に応じて開催
事業、JAインターン制度
農地中間管理事業の進捗状況と貸借手続き 農業委員会、機構(農地集積専門員)との連
の方法に関する疑問
携強化

地域集積協力金等の申請、ほ場整備期間中
の農地賃借料、ＷＣＳ用稲の作付予定地に 随時開催
ついて
平成２９年１月中旬に帰郷予定。非農家であ
帰郷後、新規就農計画の策定のため、普
るが農業を開始したいので農地を斡旋してほ
及センターや町との相談予定
しい。

11月29日

三木町

農事組合法人「中」座談会

法人構成員、三木町、普及セ
ンター、農地機構

16人

12月6日

綾川町

新規就農者相談

就農予定者、農業委員会事務
局、農地機構

３人

12月10日

三木町

中免営農組合座談会

構成員、三木町、普及セン
ター、農地機構

17人

次年度の営農計画(作付品目)、農地機構より
随時開催
前回配布したアンケートについて

12月11日

坂出市

新規就希望者と地元農業委員と
の打合せ

新規就農希望者、農業委員、
農地機構

６人

希望する周辺に貸付意向農地もあるので、
平成２９年４月頃坂出市内で就農を希望して
平成２９年３月までに所有農家の確認を取
いるので農地の斡旋相談。
りたい。確認後連絡することしている。

３人

坂出市市内の農地を借地しオリーブ栽培を
予定するとともに搾油等施設建設希望があり
新たな借受者の掘り起こし
協議していたが、農振地等条件が合わず対
応が難しいことから交渉中止。

12月14日

高松市

農地貸借等打合せ

認定農業者、農地機構

12月15日

さぬき市 さぬき市女性農業者の会

さぬき市内の女性農業者、農
業会議、市農業委員会、農地
機構

２５人

農地中間管理事業の進捗状況とマッチング
活動における課題

農業委員、農地集積専門員への積極的な
情報提供を依頼

随時開催

12月17日 観音寺市

農地集積計画と集落営農法人化
検討会

観音寺市重点地区立石地区営
農支援組合、観音寺市、普及
センター、農地機構

２０人

農地機構を通じた利用集積計画について、
集落営農組織の法人化について

12月21日

高松市

農地中間管理に係る連携協定締
結団体担当者会

締結１１団体、農業経営課

２２人

協定締結の経緯報告や担い手団体等からの
３月上旬頃に２回目の担当者会開催
周知状況や情報提供、今後と取組み

12月26日

三豊市

農地貸借等打合せ

認定農業者、農地利用最適化
推進委員、農地機構

３人

みかん栽培認定農業者がレモン栽培のた
め、農地貸借の相談。

12月27日

高松市

農地集積計画検討会

観音寺市重点地区立石地区代
表者、農業経営課、農地機構

３人

地区内構成員の農地貸借状況の確認と課題 随時開催

1月6日

さぬき市 さぬき市「人・農地プラン」審議会

JA女性部、集落営農法人等連
絡協議会、普及センター、農地
機構、さぬき市

10人

1月20日

観音寺市

立石営農組合集積計画等打合
せ

立石営農組合、農業経営課 、
農地機構 、市農林水産課 、
西讃農業改良普及ｾﾝﾀｰ

9人

地区農業の概要、課題、集積等の基本的な
考え方、今後のスケジュール等について議
論。

1月23日

三豊市

新規就農者との意見交換会

新規就農者、農業委員、普及
センター、農業振興課、農業委
員会事務局、農地機構

32人

機構、県から新規就農者支援事業の紹介、
就農者からの要望、悩みについてグループ
討議・アドバイス。

1月25日 まんのう町 新規就農に向けた意見交換

町内就農希望者、農業委員会
事務局、農地機構

3人

希望農地･地区・時期を確認。

認定農業者、農業委員会 事
務局、農地機構

4人

希望農地･地区・時期並びに集落営農組織の
立ち上げに向けた意見交換。

1月25日 まんのう町

認定農業者の規模拡大に向けた
意見交換

1月26日

高松市

理事会

理事(綾川町農業委員、香川県
経営者協議会）監事、県、機構

18人

1月31日

高松市

平成28年度香川県集落営農推
進研修会

集落営農組織（法人含む）、農
地機構、県農村整備課、普及
センター、県農業経営課、農業
会議、県農業再生協議会等

191名

2月4日

三木町

中免集落営農座談会

中免集落営農、東讃土地改良
事務所、東讃普及ｾﾝﾀｰ 、三
木町、農地機構

22人

「人・農地プラン」の審査。

平成28年度事業計画及び収支予算の変更、
特定準備資金及び資産取得資金の目的変
更、特定準備資金の積立て、平成29年度事
業計画及び収支予算、平成29年度資金運用
計画、平成29年度借入金の最高限度額及び
借入先、評議員会招集
農地中間管理事業の実施状況と農地の配分
方法について説明を行うとともに意見交換を
実施したところ、集落営農の法人化に向けて
は構成員の農地中間管理事業のしくみに関
する理解を深める必要があるとの意見があっ
た。
農地集積調査票（アンケート）結果、法人化
のポイントと手続きについて説明し、意見交
換を実施。

すでに推進委員が出し手の意向も確認して
いるので、条件面等を調査し、契約交渉を
予定。

適宜開催予定

果樹等が栽培されている中山間地域での
対策に積極的に取り組む。

・会議は次年度も同時期に開催する予定。
・話し合いの場には、普及センターと連携
のもと農地集積専門員も積極的に参加す
る。

市農林水産課、農業委員会事
務局、農業委員、認定農業者、
農地機構

7人

借入地解約の個別案件の対処方法について 市行政と連携をとりながら再貸付者を探し
意見交換。
ていく。

2月20日 東かがわ市 東かがわ市農業委員会研修会

東かがわ市農業委員、農地利
用最適化推進委員、市農林水
産課、農業委員会事務局、農
地機構

４０人

農地中間管理事業の活用について説明後、 農業委員、農地利用最適化推進委員と農
市内の担い手への農地集積状況、農地中間 地集積専門員との更なる連携強化を申し
合わせた。
管理事業の取組状況について意見交換。

稲作部会員（認定農業者、農
業法人代表等含む）、農地機
構、県農業生産流通課、JA香
川県、日本政策金融公庫、農
業会議

３０人

稲作部会として、協定に基づき、基盤法に
農地中間管理事業の実施状況、支援施策に 基づく貸借から機構を介した貸借への切り
ついて説明するとともに協定に基づく具体的 換えを進めるとともに、担い手同士の農地
交換についても積極的に取り組むこととす
な連携事項について意見交換を実施。
る。

2月10日

丸亀市

農家相談会

3月3日

高松市

香川県農業経営者協議会稲作
部会

3月27日

高松市

農業士研修会

指導農業士（認定農業者、農
業法人代表等含む）、農地機
構、県農業経営課

25人

農業士会として、協定に基づき、地域にお
農地中間管理事業の実施状況、支援施策に
いて農地中間管理事業の理解促進に努め
ついて説明するとともに協定に基づく具体的
るとともに行政や農地集積専門員との連携
な連携事項について意見交換を実施。
を強化する。

3月28日

高松市

理事会

理事(綾川町農業委員、香川県
経営者協議会）監事、県、機構

18人

諸規程等の改正、評議員会の議案追加

評議員会

評議員（生活研究グループ連
絡協議会長、農業士連絡協議
会会長）、理事長、専務、監
事、県、農地機構

１８人

評議員の選任、理事の選任

3月28日

高松市

