
実施期日 開催場所 会議等の名称 主催団体名 周知活動の主な内容 参集範囲 参加人数

H31.4.5
豊橋市
（JA豊橋　本店）

JA豊橋（水稲担い手）農地中間管理
事業説明

JA豊橋　営農部　農産課
・平成31年度経営所得安定策等について
・提出書類について
・水稲共済制度及び収入保険制度について

水稲担い手豊橋市、共済、JA、農業振
興基金

49

H31.4.9
豊橋市
（JA豊橋　第六事業所）

”豊橋の柿”産地協議会　会議 ”豊橋の柿”産地協議会
・平成31年度”豊橋の柿”産地協議会役員の選任について
・次期産地計画の策定について
・愛知県かき現地研究会の開催準備について

産地協議会役員、東三河農林、豊橋
市、豊川市JA、農業振興基金

14

H31.4.12
豊田市
（おいでんさんそんセンター）

一般社団法人押井営農組合現地調査
全国農地保有合理化協会
一般社団法人押井営農組
合

・現地調査
・大多賀小学校跡地へ日東醸造の蔵を見学。

全協、（一社）押井営農組合、農業振
興基金

6

H31.4.17
東郷町
（東郷町役場）

東郷町機構関連事業について 農業委員会 ・今後は地元関係者との調整が重要と考えられる。
農業委員会、認定農業者、東郷町、農
業振興基金

20

H31.4.19
津島市
（JA海部東　神守支店）

海部東農協神守支店支部長会 海部東農協神守支店 ・支部長会にて農地中間管理事業について
農家、JA、津島市、農業共済、農業振
興基金

39

H31.4.26
蒲郡市
（JA蒲郡市）

蒲郡かんきつ産地協議会及び総会 蒲郡かんきつ産地協議会
・平成３０年度果樹経営支援対策整備事業の実績報告
・平成２４年度果樹経営支援対策整備事業の改植園地の届出
書について

農業試験場、東三河農林、蒲郡市、豊
川市、蒲郡かんきつ産地協議会、同志
会、JA農業振興基金

22

H31.4.26
津島市
（中一色町公民館）

津島市中一色地区説明会 津島市 ・農地中間管理事業の概要について
・機構集積協力金について

農家、JA、津島市、農業振興基金 20

R1.5.20
豊田市
（豊田加茂農林水産事務所）

一般社団法人押井営農組合の中間管
理事業手続きについて

愛知県　農業振興課 ・押井営農組合の概要及び中間管理事業に取り組む考え方
・機構集積協力金について

（一社）押井営農組合豊田加茂農林、
豊田市、JA、農業振興基金

10

R1.5.28
豊田市
（豊田市役所）

伊熊営農クラブ打ち合わせ 伊熊営農クラブ
・農事組合法人伊熊営農クラブの概要
・まるっと中間管理機構の制度説明
・機構集積協力金の概要

伊熊営農クラブ、豊田市豊田加茂農
林、農業振興基金

6

R1.6.2
豊川市
（長沢地区市民館）

一般社団法人ファーム長沢の里 理
事会

（一社）ファーム長沢の
里

・定時総会について
・法人直接経営の田植え状況、今後の水管理、草刈作業等

ファーム長沢の里、農業振興基金 9

R1.6.7
豊橋市
（JA豊橋　第6事業所）

豊橋の柿　産地協議会議 豊橋の柿産地協議会
・新しい果樹産地構造改革計画（令和2年～6年）の確認
・達成状況点検シートの確認について
・その他

JA豊橋柿部会、東三河農林、豊橋市、
JA、JA、農業振興基金

12

R1.6.20
豊橋市
（JA豊橋市第六事業所）

豊橋の梨　産地協議会議 豊橋の梨産地協議会 ・果樹産地構造改革計画（平成29年～令和4年）の確認
・梨栽培の手引き（案）について

JA、小島梨組合、東三河農林、JA、農
業振興基金

11

令和元年度　農地中間管理事業に係る担い手との意見交換の実施状況
令和2年4月1日



実施期日 開催場所 会議等の名称 主催団体名 周知活動の主な内容 参集範囲 参加人数

R1.6.21
愛西市
（愛西市役所 北館）

愛西市「人・農地プラン」検討会 愛西市 ・愛西市「人・農地プラン」の更新について

検討会委員（愛西市農業委員会、あま
そだち、土地改良区、農村輝きネッ
ト、農村生活アドバイザー、担い手、
JA）、東海、海部農林、愛西市、農業
振興基金

31

R1.6.22
豊川市
（長沢地区市民館）

一般社団法人ファーム長沢の里 令
和元年度定時総会

（一社）ファーム長沢の
里

・平成30年度事業実績報告について
・平成30年度貸借対照表及び正味財産増減計算書について

ファーム長沢の里、東三河農林、豊川
市、JA、農業振興基金

60

R1.6.28
豊橋市
（JA豊橋　第六事業所）

豊橋市北部地区の農地銀行審査会 豊橋市農業委員会 ・豊橋市は年2回6会場で審査会開催
豊橋市、事務局、地主、借り手、農業
振興基金

74

R1.6.28
岡崎市
（新堀町公民館）

岡崎市矢作　新堀町事業打ち合わせ 矢作中部工区新堀委員会 ・農地中間管理機構利用時の借地料について
・農地集積・集約について

新堀町役員、担い手、岡崎市、JA、農
業振興基金

14

R1.7.5
津島市
（青塚町いこいの家）

津島市青塚地区説明会 津島市 ・農地中間管理事業の概要について
・機構集積協力金について

農家、津島市、JA、農業振興基金 19

R1.7.16
津島市
（百町集会所）

津島市百町地区説明会 津島市 ・農地中間管理事業の概要について
・機構集積協力金について

農家、津島市、最適化推進委員、JA海
部農林、農業振興基金

20

R1.7.18
豊橋市
（ラーフポートとよはし）

令和元年度愛知県かき現地研究会 愛知県果樹振興会 ・現地視察、受付会、午後から研究会の講演
下かき生産農家、ほか関係機関、農業
振興基金

138

R1.7.25
幸田町
（幸田町役場会議室）

幸田町菱池機構関連事業「営農検討
会」

菱池開墾地区（仮称） ・営農検討会について
・今後のスケジュールについて

担い手、JA、幸田土地改良区、菱池開
墾管理地区、農業委員、土連、西三河
農林、幸田町、農業振興基金

22

R1.7.25
稲沢市
（JA愛知西一色下方研修C）

農地中間管理事業への移行説明会
（稲沢南部地区）

JA愛知西 農産部
・農地中間管理事業について
・稲沢市「人・農地プランと農地中間管理事業の推進」
・農地中間管理事業に係る条件調整について

南部地区組合員、担い手、JA愛知西、
稲沢市、尾張農林、農業振興基金

80

R1.7.25
稲沢市
（JA愛知西一色下方研修C）

農地中間管理事業への移行説明会
（大里地区）

JA愛知西 農産部
・農地中間管理事業について
・稲沢市「人・農地プランと農地中間管理事業の推進」
・農地中間管理事業に係る条件調整について

大里地区組合員、担い手、JA愛知西、
稲沢市、尾張農林、農業振興基金

90

R1.7.26
東郷町
（東郷町役場）

機構関連事業の打ち合わせ（東郷農
産関係）

東郷町 ・春木地区の現地確認後意見交換を行った。
東郷町農業委員会、東郷農産、JA、農
業振興基金

7

R1.7.29
稲沢市
（JA愛知西一色下方研修C）

農地中間管理事業への移行説明会
（祖父江地区）

JA愛知西 農産部
・農地中間管理事業について
・稲沢市「人・農地プランと農地中間管理事業の推進」
・農地中間管理事業に係る条件調整について

祖父江地区組合員、JA愛知西、稲沢
市、尾張農林、農業振興基金

50

R1.8.1
稲沢市
（JA愛知西一色下方研修C）

農地中間管理事業への移行説明会
（千代田、平和、明治地区）

JA愛知西 農産部
・農地中間管理事業について
・稲沢市「人・農地プランと農地中間管理事業の推進」
・農地中間管理事業に係る条件調整について

千代田・平和・明治地区組合員、担い
手、JA愛知西、稲沢市、尾張農林、農
業振興基金

26



実施期日 開催場所 会議等の名称 主催団体名 周知活動の主な内容 参集範囲 参加人数

R1.8.1
西尾市
（JA西三河 西ノ町支店）

西尾市堀割地区検討会議 JA西三河
・圃場整備事業の経過について
・換地後の利用権設定について
・今後のスケジュールについて

地権者、担い手、西三河農林、西尾
市、JA、矢作南部土地改良区、土連、
農業振興基金

30

R1.8.4
豊川市
（長沢地区市民館）

（一社）ファーム長沢の里 理事会
（一社）ファーム長沢の
里

・土地改良を実施する区域（計画範囲案）の検討について
・畑の活用検討について
・稲刈り作業等の進め方について

ファーム長沢の里理事等農業振興基金 10

R1.8.7
西尾市
（JA西三河 西ノ町支店）

西尾市堀割地区検討会議 JA西三河
・農地中間管理事業での利用権設定について
・利用権設定のための説明会の開催
・会の立ち上げについて

地権者、担い手、西三河農林、西尾
市、JA、矢作南部土地改良区、農業振
興基金

17

R1.8.9
一宮市
（JA愛知西 本店）

農地中間管理事業への移行説明会
（一宮地区）

JA愛知西 農産部
・農地中間管理事業について
・一宮市「人・農地プランと農地中間管理事業の推進」
・農地中間管理事業に係る条件調整について

一宮地区組合員、JA、一宮市、尾張農
林、農業振興基金

22

R1.8.26
蒲郡市
（JA蒲郡市　営農販売部）

蒲郡かんきつ産地協議会 蒲郡かんきつ産地協議会 ・令和元年度果樹経営支援対策整備事業の計画承認について
・事業実施後の現地確認について（報告事項）　等

農業試験場、東三河農林、蒲郡市、豊
川市、蒲郡かんきつ産地協議会、同志
会、JA農業振興基金

22

R1.8.27
江南市
（江南市役所）

地域農業座談会（北部地区） 江南市　農政課
・「人・農地プラン」について
・研修生の話
・農地中間管理機構について　パンフに基づき概略を説明

農業委員、最適化推進委員、尾張農
林、JA、認定農業者、新規就農者、就
農希望者、認定研修機関、江南市

23

R1.8.28
豊川市
（小野ライス　ライスセン
ター）

（一社）ファーム長沢の里 機構関
連事業対象農地確認

（一社）ファーム長沢の
里

・萩地区市民館の準備委員会について ファーム長沢の里、農業振興基金 3

R1.9.25
幸田町
（幸田町役場）

幸田町菱池機構関連事業　営農検討
委員会

菱池開墾地区営農検討委
員会

・検討会のメンバーについて
・土地改良事業計画について
・アンケート結果について　・今後のスケジュール

地元営農者、幸田町、JA、西三河農
林、土地改良区、土地改良G、土連、
農業振興基金

21

R1.10.23
西尾市
（田貫町公民館小間神社）

西尾市堀割地区説明・受付会 JA西三河、西尾市
・農地中間管理事業での利用権設定（JA)
・中間管理事業の説明（基金）
・受付会

担い手、西三河農林、西尾市、JA、矢
作南部土地改良区、農業振興基金（人
数は４日間合計→）

155

R1.10.28
阿久比町
（宮津公民館）

阿久比町人・農地プラン作成に向け
た地域・集落の話し合い

阿久比町 ・図面に耕作地の色塗りをして現況把握をしたい（役場） 農家等、阿久比町、JA、知多農林、農
業振興基金

12

R1.10.30
阿久比町
（草木公民館）

阿久比町人・農地プラン作成に向け
た地域・集落の話し合い

阿久比町 ・人・農地プランの内容の検討
・図面の色塗り作業

農家、阿久比町、JA、農業振興基金 19

R1.11.1
阿久比町
（中央公民館）

阿久比町人・農地プラン作成に向け
た地域・集落の話し合い（英比学
区）

阿久比町 ・人・農地プランの内容の検討
・図面の色塗り作業

農家、阿久比町、JA、農業振興基金 23



実施期日 開催場所 会議等の名称 主催団体名 周知活動の主な内容 参集範囲 参加人数

R1.11.3
豊川市
（長沢市民館）

（一社）ファーム長沢の里理事会
（一社）ファーム長沢の
里

・令和元年度の法人直接経営田の稲作状況について
・土地改良申請作業の進捗状況について
・法人直接経営の考え方（田・畑の耕作方法

ファーム長沢の里、東三河農林、農業
振興基金

13

R1.11.5
阿久比町
（勤労福祉センター）

阿久比町人・農地プラン作成に向け
た地域・集落の話し合い（南部学
区）

阿久比町 ・人・農地プランの内容の
・図面の色塗り作業

農家、阿久比町、JA、農協振興基金 19

R1.11.11
安城市
（JAあいち中央二本木支店）

二本木地域　人・農地プラン実質化
に向けての検討委員会

二本木地区農地利用改善
組合ほか

・当地区の基盤整備の状況
・利用権設定と作業委託について
・地域農業

検討委員（二本木地区農地利用改善組
合、水土里の会、認定農業者、一五
会、みのりの会、二本木町内会長、市
議会議員、明治用水土地改良区、土
連）農業振興基金

20

R1.11.15
西尾市
（JA西三河 西ノ町支店）

西尾市堀割地区検討会議 JA西三河 ・地主説明会での利用権提出状況について
・未提出者の対応について

地権者、担い手、西三河農林、西尾
市、JA、農業振興基金

19

R1.11.18
豊根村
（川宇連活性化施設）

豊根村　人・農地プラン説明会 豊根村　農林土木課 ・中山間地等直接払交付金説明会
・人・農地プランの実質化について

豊根村坂宇地区（生産組合、農業委員
等役員）、豊根村役場、新城設楽農
林、農業振興基金

12

R1.11.25
小牧市
（JA尾張中央本店）

人・農地プラン座談会 小牧市役所　農政課
・人・農地プランの概要と実質化について
・農地中間管理事業について
・今後の地域農業のあり方等について

認定農業者、小牧市農業委員、最適化
委員、JA、尾張農林共済、小牧市、農
業振興基金

15

R1.12.23
小牧市
（小牧西部営農センター）

令和元年度　小牧受託者部会稲刈り
反省会

JA尾張中央　営農部 ・JAから中間管理事業への移行の事務を進めるにあたって
・中間管理機構に受け手の未登録対応について

JA、小牧地区受託者、小牧市、農業振
興基金

20

R2.1.8
安城市
（赤松総合センター）

JAあいち中央　梨・いちじく産地振
興協議会

JAあいち中央
梨・いちじく産地振興協
議会

・令和元年度産地振興取り組み報告について
・果樹産地構造改革計画第4次について

西三河農林、JA、JA、知立市、安城
市、刈谷市、梨部会、いちじく部会、
農業振興基金

16

R2.1.8
犬山市
（楽田ふれあいセンター）

農業に関する地域別座談会（農地中
間管理機構、人・農地プラン作成
等）羽黒、池野、楽田地区）

犬山市　産業課
農業施策に関する説明
・犬山市の農業に関する現状と今後について
・農地中間管理事業について

犬山市農業委員、地域農業者、JA、農
業振興基金

30

R2.1.9
犬山市
（犬山市役所）

農業に関する地域別座談会（農地中
間管理機構、人・農地プラン作成
等）犬山、善師野、城東、今井地区

犬山市　産業課 ・犬山市の農業に関する現状と今後について
・農地中間管理事業について

犬山市農業委員、地域農業者、JA、農
業振興基金

30

R2.1.12
豊川市
（長沢地区市民館）

（一社）ファーム長沢の里 理事会
（一社）ファーム長沢の
里

・1月16日鹿児島県、長崎県の視察について
・1月8日萩地区の進捗説明

ファーム長沢の里理事、監事、農業振
興基金

10

R2.1.16
豊川市
（長沢地区市民館）

鹿児島県、長崎県（一社）ファーム
長沢の里視察

（一社）ファーム長沢の
里

・豊川市の農業情勢について
・ファーム長沢の里の報告
・質疑応答

ファーム長沢の里理事・監事、豊川
市、鹿児島、長崎、農業振興基金

32



実施期日 開催場所 会議等の名称 主催団体名 周知活動の主な内容 参集範囲 参加人数

R2.1.20
西尾市
（JA西三河小牧センター）

ＪＡ西三河 梨・いちじく産地振興
会議

西尾梨産地協議会
・令和元年度産地振興取り組み報告について
・果樹産地構造改革計画第三次について
・令和2年度産地振興取り組み計画について

梨部会長、西三河農林、西尾市JA、農
業振興基金

7

R2.1.29
豊橋市
（JA豊橋　第六営業所）

豊橋の梨産地協議会議 豊橋の梨産地協議会 ・日本ナシ新品種「瑞月」の産地導入について
・梨栽培の手引き（案）について

JA豊橋梨部会、東三河農林、豊橋市、
JA、JA、農業振興基金

11

R2.2.14
岡崎市
（JAあいち三河東部営農ｾﾝﾀｰ）

岡崎市東部地区担い手への事業説明
JAあいち三河
岡崎市役所

・農地中間管理事業についての説明
・質疑応答

岡崎市東部、葵地区担い手、岡崎市、
JA、農業振興基金

13

R2.2.23
新城市
（作手菅沼集会所）

作手菅沼地区　将来の農業・農地の
方針打合せ会議

新城市　菅沼区 ・人・農地プラン実質化及び農地中間管理事業の概要
・アンケート調査結果及び菅沼地区の農業に関する課題

新城市、JA、区長、副区長、生産組合
長、中山間代表、認定農業者、公社し
んしろ、農業振興基金

16

R2.2.27
犬山市
（犬山市役所）

犬山市農地利用集積・集約化推進会
議

犬山市　産業課 ・農地中間管理事業の手続きの流れについて
・利用集積エリアの調整について

新規就農者、認定農業者、JA、犬山
市、東海、農業振興基金

20

R2.3.11
阿久比町
（宮津公民館）

県営土地改良事業宮津地区営農部会 阿久比町
・県営土地改良事業宮津地区営農部会設置要領の承認
・宮津地区土地改良事業の概要及び農地中間管理機構関連事
業について

宮津地区土地改良事業、担い手JA、土
改連、阿久比町、農業振興基金

30

R2.3.11
安城市
（山崎町公民館）

県営経営体育成基盤整備事業　矢作
中部地区（安城市）営農検討会

安城市土地改良区　産業
振興部

・事業のスケジュールについて
・人・農地プランの実質化の説明
・担い手農家の集積・集約化の対応について

地元代表者（営農者等）、JA、西三河
農林、土連、安城市、農業振興基金

31

R2.3.23
愛西市
（愛西市役所 北館）

愛西市「人・農地プラン」検討会 愛西市 ・人・農地プランの更新について
・機構から制度改正についてチラシで説明

愛西市農業委員会、あまそだち農業再
生協議会、土地改良区、農村輝きネッ
ト、農村生活アドバイザー研究会、農
業経営士友の会、担い手、JA、海部農
林、愛西市、農業振興基金

31

57回 1,601


