
№ 実施期日 開催場所 会議等の名称 主催団体名 主な内容 参加範囲
参加人数
(概数)

1 R2.4.5
豊川市
（長沢町　監事自宅）

（一社）ファーム長沢の里　理事会 （一社）ファーム長沢の里
・情勢報告
・5月３０日開催予定のファーム長沢の里定時総会について
・定時総会の資料作成進捗状況について

・ファーム長沢の里、農業振興基金 9

2 R2.4.10
豊川市
（長沢町　監事自宅）

（一社）ファーム長沢の里　理事会 （一社）ファーム長沢の里

・情勢報告
・5月３０日開催予定のファーム長沢の里定時総会について
・定時総会の資料作成進捗状況について
・水田管理チェックシートの活用について

・ファーム長沢の里、農業振興基金 10

3 R2.6.21
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
・書面での回答と当日の出席者で決議承認された。
・その他意見欄で上がっていたものに回答した

ファーム長沢の里、農業振興基金 10

4 R2.6.24
豊川市
（萩地区公民館）

豊川市萩地区土地改良R2年度第1回役員会 豊川市　産業部　農務課
・新体制の顔合わせ
・地元への依頼事項　営農検討委員会の設立　計画平面図の精査

豊川市、県土連、東三河農林、豊川市土地改良
区、萩地区役員、農業振興基金

25

5 R2.6.26
犬山市
（犬山市役所）

犬山市今井地区優良事例ヒアリング調査 愛知県農業会議
・農業会議麻生氏が犬山市今井地区での優良事例の取材を行うので
同行
・ココトモファームの事例を取材

犬山市、犬山市農業委員、農地最適化委員、コ
コトモファーム、農業会議、全国農業新聞、農業
振興基金

8

6 R2.7.7
一宮市
（明智地区内）

農地中間管理事業担い手説明 一宮市
・農地中間管理事業についての説明
・質疑応答（経営転換協力金は闇でももらえるのか　等）

一宮市明智地区オペ、農業振興基金 2

7 R2.7.14
名古屋市
（中川区役所富田支所）

供米田地域　人・農地プランに関する打合せ会 名古屋市農業委員会

・この会は今後の関係者の推進会議の位置づけとなる
・供米田地域の人・農地プラン作成にかかる経緯及び地域の状況に
ついて
・今後のスケジュールについて

名古屋市農業委員会、供米田農業土木委員、
（株）ウィンパートナーズ、県、JA名古屋ファー
ム、富田町富田町土地改良区、農業振興基金

24

8 R2.7.18
幸田町
（萩農村センター）

幸田町　稲基池地区圃場整備事業説明会 稲基池地（萩）区土地改良区

・土地改良事業制度の概要について　チラシで説明
・農業競争力強化基盤整備事業と農地中間管理機構関連農地整備
事業の相違について
・事業実施を想定した事業対象地について

土連、幸田町、地元担い手、農業振興基金 54

9 R2.7.26
新城市
（農村集落多目的共同利用
施設）

新城市（作手）菅沼
まるっと農地中間管理事業全体説明会

菅沼　まるっと農地中間管理プロ
ジェクトチーム

・人・農地プランの実質化について
・アンケート調査結果について
・農地中間管理事業と地域まるっと中間管理方式について
・地域集積協力金について　等

新城市、JA、地元担い手、農業振興基金 28

10 R2.8.25
安城市
（ＪＡあいち中央安祥支店・圃
場）

安城市　一括承継事例ヒアリング調査 全国農業会議
・安城市（東尾地区）において県で唯一一括継承を実施。全国農業新
聞の記事にしたいとの依頼で取材同行した。

安城市、ＪＡ、担い手、農業会議、農業振興基金 6

11 R2.9.9
豊川市
（萩地区公民館）

豊川市萩地区土地改良　R2年度第2回役員会 豊川市　産業部　農務課
・県土連大谷さんらによる説明（室川河川改修計画の件、用地買収の
件、
所有者不明農地の説明、換地の流れを説明

豊川市、県土連、東三河農林、豊川市土地改良区、
萩地区役員、農業振興基金

30

12 R2.9.13
名古屋市
（中川区富田地区会館）

供米田地域　人・農地プラン作成にかかる話し合い 名古屋市農業委員会
・供米田地域の人・農地プラン作成にかかる経緯及び制度説明
・担い手候補者からの説明

名古屋市農業委員会、（株）ウィンパートナーズ、県、
JA名古屋ファーム、JA、供米田地区地権者、農業振
興基金

25

13 R2.9.16
豊橋市
（豊橋市役所、しんしろ公社）

農地中間管理事業等研修会への講師 （公財）愛知県農業振興基金 ・農地中間管理事業の実績と活用のポイント 豊橋市、しんしろ公社、担い手、農業振興基金 6

14 R2.9.24
安城市
（ＪＡあいち中央安城東支店）

安城市矢作中部安城（別郷町・高木町・山崎町）
地区圃場整備事業等説明会

矢作中部安城地区土地改良区
・農地中間管理機構について（チラシで説明）
・利用権設定への手続きの流れ
・その他（農地整備事業説明　安城市大見）

安城市、安城市土地改良区、JA、地元担い手、
役員、農業振興基金

35

15 R2.9.26
幸田町
（荻農村センター）

幸田町　稲基池地区圃場整備事業等（地区外地権
者）説明会

稲基池地（萩）区土地改良区

・土地改良事業制度の概要について　チラシで説明
・農業競争力強化基盤整備事業と農地中間管理機構関連農地整備
事業の相違について
・事業実施を想定した事業対象地について

県土連、幸田町、幸田町土地改良区、地元担い手、
役員、農業振興基金

38

16 R2.10.7
岡崎市
（JAあいち三河　矢作支店）

岡崎市　矢作地域営農推進協議会役員会 矢作地域営農推進協議会 ・定例総会延期について協議
農業委員、推進協議会、西三河農林、JA、岡崎市、
農業振興基金、担い手

14

17 R2.10.11
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
・R2年度直接経営田の収穫状況について
・上谷下地区の相続放棄農地の再生計画について
・土地改良予定地域を現地確認（8/17.18）した結果について

長沢の里役員、東三河農林、農業振興基金 12

18 R2.10.21
春日井市
（JA尾張中央春日井中央支
店）

春日井市坂下地区打合せ JA尾張中央
・春日井市坂下地区の問題点
・今後の対応

JA、春日井市、農業振興基金、担い手 3

令和２年度　農地中間管理事業に係る担い手との意見交換・会議開催の状況
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19 R2.10.25
名古屋市
（中川区富田地区会館）

供米田地域における人・農地プラン作成にかかる話し合い 名古屋市農業委員会
・制度等について（第1回話し合いの振り返り）
・現状の利用意向について
・農地管理・条件等について（担い手候補より）

名古屋市農業委員会、中川区、（株）ウィンパー
トナーズ、県、農業振興基金

9

20 R2.11.8
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
・令和3年度直接経営田の改善活動について
・土地改良作業の準備委員会の設立（人選方法など）について

ファーム長沢の里役員、農業振興基金 10

21 R2.11.13
豊田市
（保見町公民館）

豊田市保見地域営農協議会への出席 豊田市保見地域営農協議会
横粂会長から豊田市保見地域営農協議会において「中間管理事業を
活用した農地集積」と題して説明を要望されたことから出席。

協議会会員、JA、豊田市、農業振興基金 28

22 R2.11.14
名古屋市
（中川区富田地区会館）

供米田地域における人・農地プラン作成にかかる
話し合い（第3回）

名古屋市中川区役所農政課
緑政土木局都市農業課

・今までの経過説明　・人・農地プランについて
・世帯別試算について　・スケジュール等について　・質疑応答

供米田地区地権者、名古屋市農業委員会、名古屋
市、県、JA、（株）ウィンパートナーズ、農業振興基金

20

23 R2.11.17
弥富市
（弥富市産業会館）

弥富市農地賃料検討会議 弥富市・JAあいち海部
・農地賃貸借料金について
　JA武田センター長から資料に基づいて説明があった。

JA、弥富市、農業振興基金、担い手代表 9

24 R2.11.19
新城市
（市役所・JA・豊川市）

新城市集積計画について
（一社）ファーム長沢の里会計確認

新城市、（一社）ファーム長沢の里

・新城市へ11月農業委員会提出分集積計画書を渡す。12月分につい
て確認中を伝える。
・JA　公社しんしろから作手地区の計画書（1573筆196ha）の実績を上
げらせそうだと報告。
・ファーム長沢の里　会計伝票及び通帳の写しを受領。12月石川税
理士に渡す予定。その後ラジコン草刈り機の実演会に参加。

新城市、JA、ファーム長沢の里、農業振興基金 15

25 R2.11.27
岡崎市
（島坂町公民館）

矢作地域営農推進協議会（12回）
上佐々木町・下佐々木町集積推進について

矢作地域営農推進協議会
・農地集積に関する意見交換
　各工区の集約の現状について　中間管理事業の補助制度について
　農地を維持していくための集約について

協議会役員、上佐々木町、下佐々木町、地元オペ、
岡崎市、農業振興基金

11

26 R2.12.5
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

・ジャンボタニシの被害軽減対策について
・上谷下地区の所有者不明農地再生作業について
・土地改良作業の準備委員会の設立（人選方法など）について
・その他基金より会計報告

長沢の里役員、東三河農林、農業振興基金 10

27 R2.12.16
春日井市
（JA尾張中央春日井中央支
店）

春日井市坂下地区打合せ JA尾張中央 ・今後の検討、今後の方向の話し合い 担い手、JA、春日井市、農業振興基金 7

28 R2.12.23
豊川市
（萩地区公民館）

豊川市萩地区土地改良R2年度第3回役員会 豊川市　産業部　農務課
・計画構想図の精査（県土連　大谷さん）
・人・農地プラン（案）について（市農務課　伊藤さん）
・中間管理事業　利用権流れ及び配分計画認可スケジュール

豊川市、県土連、東三河農林、豊川市土地改良区、
萩地区役員、農業振興基金

24

29 R2.12.28
犬山市
（犬山市役所）

犬山市農地利用集積・集約推進会議 犬山市経済環境部産業課
・アンケート結果について
・農地中間管理事業の活用促進について
・借受希望エリアの調整について

認定農業者、新規就農者、JA、犬山市、農業振興基
金

17

30 R3.1.6
名古屋市
（アイリス愛知会議室）

稲作経営者会議との意見交換会 愛知県稲作経営者会議
・稲作経営者会議からの呼びかけに応じて意見交換を行った。
　参加者より活発な意見が出された。

稲作経営者会員、農業会議、農業振興基金 14

31 R3.1.10
豊川市
（長沢地区市民館）

ファーム長沢の里　理事会 （一社）ファーム長沢の里
・ジャンボタニシの被害軽減対策等について
・上谷下地区の所有者不明農地再生作業について
・土地改良作業の準備委員会の設立について

ファーム長沢の里、農業振興基金 10

32 R3.1.14
名古屋市
（名古屋市役所西庁舎）

供米田地域　人・農地プラン検討会 名古屋市　緑政土木局 ・人・農地プラン案についての意見聴取
名古屋市（事務局）、名古屋市、JA、農村生活ア
ドバイザー、認定農業者、女性農業者、県、名古
屋市地域農業再生協議会、農業振興基金

15

33 R3.2.16
岡崎市
（JAあいち三河矢作支店）

岡崎市　矢作地域営農推進協議会役員会 矢作地域営農推進協議会
・定例総会について
　・総会内容について
　・書面の発送について　など

協議会会員、JA、農業振興基金 12

34 R3.2.24
名古屋市
（アイリス愛知会議室）

稲作経営者会議研修会 愛知県稲作経営者会議
・稲作経営者会議の定例の研修会に参加し、別紙資料により研修3
「農地中間管理事業の取組状況について」を説明した

稲作経営者会員、農政局、県、農業会議、農業振興
基金

42

35 R3.3.21
豊川市
（萩地区公民館）

豊川市萩地区土地改良事業説明会 豊川市　産業部　農務課 ・地元地権者への事業内容の説明と仮同意の提出
担い手、地元地権者、準備会役員．県事務所、市、
機構ほか、

80

36 R3.3.22
豊川市
（長沢地区市民館）

豊川市長沢区土地改良事業準備会 豊川市　産業部　農務課
・新体制の顔合わせ
・地元への依頼事項　営農検討委員会の設立　計画平面図の精査

準備会役員、担い手、県事務所、市、県土連、機構
ほか、

18

計 36回 583


