
（別紙様式１）

：

：

Ⅰ　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

（１）総会等の開催日の周知状況 ア　周知している イ　周知していない又は周知していなかった

（２）総会等が公開である旨の周知状況 ア　周知している イ　周知していない又は周知していなかった

（３）総会等の議事録の作製 ア　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

改善措置

平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

農 業 委 員 会 名

都 道 府 県 名 北　海 　道

森町農業委員会

改善措置

周知していない場合、
その理由

（３）総会等の議事録の作製 ア　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

（４）議事録の内容 ア　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

（５）議事録の閲覧 ア　閲覧に供している イ　閲覧に供していない又は供していなかった

※閲覧者有りと答えた農業委員会については、件数を記入

件

改善措置

改善措置

閲覧者の有無

改善措置

有 無

作製までに要した期
間

　　約３週間程度。



２　事務に関する点検

（１）　農地の権利移動の許可等

（１年間の処理件数： 7件、うち許可　7件及び不許可　0件）

申請書類の確認及び所有権者の意思確認、現地調査を実施している。

許可基準に適合するか否かを審議

申請者への結果通知を行わなかった件数

申請者への結果通知を行った件数 7件

15日

実施状況

是正措置

総会等での審議

実施状況
申請者等への審議結
果の通知

是正措置

申請書受理から　30日

実施状況

事実関係の確認

是正措置

審議結果等の公表

実施していない。

掲示板及びホームページ等で公表していく。

通知しなかった理由：

0件

実施状況

是正措置

処理期間（平均）

処理期間

実施状況

点検項目 具体的な内容

標準処理期間

通知した内容：許可の可否と許可証交付案内

（２）　農地転用に関する事務（意見を付して知事への送付）

（１年間の処理件数：　８　件）

４０日

是正措置

是正措置

処理期間

実施状況 標準処理期間 申請書受理から４０　日 処理期間（平均）

審議結果等の公表

実施状況

掲示板及びホームページ等で公表していく。

申請書類の確認及び所有権者の意思確認、現地調査を実施している。

許可基準に適合するか否かを審議

事実関係の確認

実施状況

是正措置

総会等での審議

実施状況

是正措置

点検項目 具体的な内容

処理期間
是正措置

実施していない。



（３）　遊休農地に対する指導等

（４）　農業生産法人からの報告への対応

対象者　　　人

要請の状況
（要請してい
ないものがあ
る場合はその

理由）

指導件数　　1件 指導面積　1.8ha 指導対象者　1人

改善状況 未だ農地に復元していない。

面積　　34.1ha 筆数54筆 対象者17人

理由 不在村地主の農地のため。

筆数　55筆面積　35.9ｈａ

点検項目

点検項目 実施状況

要活用農地のうち遊休農地の指導
の開始に際し定めた、市町村長に
対し特定遊休農地である旨の通知
を行う期日が到来しているものの面
積及び筆数並びに市町村長に対
する要請の状況

実施状況

要活用農地への指導の件数及び
改善状況

指導を行わなかった要活用農地の
面積及び筆数並びにその理由

面積　　　　ha 筆数　　　筆

管内の要活用農地の面積及び筆
数

農業生産法人の状況について

点検項目

農業生産法人からの報告について

9　法人

6　法人

3　法人

1　法人

提出しなかった理由

管内の農業生産法人数

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

実施状況

うち報告書提出農業生産法人数

2　法人うち報告書を提出しなかった農業生産法人

対応方針

０　法人
農業生産法人の要件を欠くお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

休業中　　１法人
提出もれ　１法人

報告書の提出を指導していく。

対応状況



Ⅱ　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、課題及び平成２３年度までの目標

　 農家数

　うち主業農家

農業生産法人数

（２）　平成２１年度の目標及び実績

※　累計は、（１）の現状の認定農業者等の数と実績の数の合計

（３）　（２）の目標の達成に向けた活動　

特定農業団体

９４経営　 ０法人　 ０団体　

認定農業者 特定農業法人

０法人　　 ０団体　

９法人　

平成２３年度までの目標
１０９経営　　

現　　　　　状

課　　　　　題
農家の高齢化や後継者不足により地域の農業を担う者が減少しており、地区の
状況に合わせた担い手の育成・確保を図っていく必要がある。

３１０戸　

１２３戸　

目　　　　　標　①

実　　　　　績　②

達　 成　 率　①／②

５　経営　　 ０　法人　　 ０　団体　　　

１　経営　　 ０　法人　　 ０　団体　　　

20% ０　法人　　 0%

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

累　　　　　計 ９５　経営　　 　０　法人　　 ０　団体　　　

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

（４）　評価の案

活動に対する評価の案
認定農業者になることのメ
リット周知に努めたが目標
を達成できなかった。

－

－－

－

－

目標に対する評価の案
３年間で１５経営体増の目
標設定のため単年度で５
経営体で適正。

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

農業委員による認定農業
者制度の普及推進

－ －

活動実績 １経営体増加 －

活動計画



２　担い手への農地の利用集積

（１）　現状、課題及び平成２３年度までの目標

　

（２）　平成２１年度の目標及び実績

※　累計は、（１）のこれまでの集積面積と実績の面積の合計

（３）　（２）の目標の達成に向けた活動　

90.90% 1,214ｈａ　　33ｈａ　　

農業従事者の減少や高齢化及び相続による不在村地主の増加に伴い耕作放
棄地の増加や農地の分散化がみられ、優良農地の確保や有効利用を図る上で
の課題となっている。

課　　　　　題

30ｈａ　　

100ｈａ　　

累　　　計

目標 合　　　計

1,284ｈａ　　　1,184ｈａ　　　
平成２３年度までの目標

これまでの集積面積

目　　　　　標 実　　　　　績 達　成　状　況

現　　　　　状
管内の農地面積 これまでの集積面積 集積率

3,669ｈａ　　 1,184ｈａ　　　 32.27%

活動計画
７～９月　円滑な権利移動ができるようにリーフレット等を活用し、農業経営基盤
強化促進法による利用権設定の制度等の周知を実施する。

活動実績
通年、円滑な権利移動ができるようにリーフレット等を活用し、農地の利用集積
の周知を実施した。

（４）　評価の案

目標に対する評価の案

目標をほぼ達成できた。

目標は適正。

活動に対する評価の案



３　耕作放棄地の解消

（１）　現状、課題及び平成２３年度までの目標

　

（２）　平成２１年度の目標及び実績

※　累計は、（１）のこれまでの解消面積と実績の面積の合計

（３）　（２）の目標の達成に向けた活動　

０ｈａ　　

活動計画

活動実績 耕作放棄地解消の活動は、ほとんどできなかった。

達　成　状　況 累　　　計

０ｈａ　　 0% 35.9ｈａ　　　

・耕作放棄地発生防止に向けた取組　８～９月　農地パトロール
・耕作放棄地解消に向けた取組
・農地所有者に対する指導　　　　通年
・担い手への利用集積　　　通年

目　　　　　標 実　　　　　績

35.9ｈａ　　　 35.9ｈａ　　　

課　　　　　題

農業者の高齢化と後継者不足により、今後新たな耕作放棄地が発生する恐れ
があるため、発生防止の呼びかけと早期発見に努めることが重要であり、速やか
な所有者等への指導とともに、一時的な解消とならないよう導入作物の提示など
併せて行なう必要がある。

0.98%
現　　　　　状

管内の農地面積 耕作放棄地の面積 耕作放棄地率

3,669ｈａ　　 35.9ｈａ　　　

平成２３年度までの目標
これまでの解消面積 目標 合　　　計

０ｈａ　　

（４）　評価の案

目標に対する評価の案

活動に対する評価の案
農業委員会単独では殆ど活動できなかった反省を踏まえ、耕作放棄地対策協
議会と連携して解消対策に取り組む必要がある。

耕作放棄地対策協議会との連携・協力がないと解消は難しい。



４　違反転用への適正な対応

（１）　違反転用の状況

（２）　平成２１年度の目標及び実績

　

（３）　（２）の目標の達成に向けた活動

（４）　評価の案

活動計画 発生を防止するため農業者等への周知及び農業委員により監視活動を実施する

活動実績
通年　農業者等への広報・啓蒙活動により発生を未然に防止し、農業委員によ
る巡回監視活動の強化により、違反転用は無かった。

違反転用の状況 件数　０件 面積　０ha 　　主な用途

目　　　　　標 発生を防止するため農業者等への周知及び監視活動の強化

実　　　　　績
通年　農業者等への広報・啓蒙活動により発生を未然に防止し、農業委員によ
る巡回監視活動の強化により、早期発見・早期是正に努める。

目標に対する評価の案 引き続き監視活動を実施していく。

活動に対する評価の案 農業委員による巡回監視活動の強化により、違反転用は無かった。



５　農地パトロール

（１）　平成２１年度の活動計画及び活動実績

（２）　評価の案

６　農地情報の整備と共有化

（１）　平成２１年度の活動計画及び活動実績

活動計画
（実施時期、体制、

実施回数等）

８月～９月　全農業委員と事務局で班編成をし、町内全域の農地パトロールを実
施する。

農地基本台帳の情報の更新に関
毎月の総会終了後、農地の権利移動や転用等の状況についての
情報の更新を実施。また、選挙人名簿の調製及び農地パトロール

活動に対する評価の案 引き続き実施していく。

活動実績
９月・１０月　現地調査時に農業委員と事務局で、耕作放棄地における不法投棄
等の状況や、転用許可を行った該当地を中心に、農地パトロールを実施した。

（２）　評価の案

共有化に関する活動実績
共有化に向けて取組みしているが、既存のシステムとの関係で検
討が必要。

共有化に関する活動
に対する評価の案

既存のシステムとの相互利用できるよう、検討・協議のが必要。

共有化に関する活動計画
共有化に向けて担い手支援協議会、各関係機関・団体等と検討し
推進を図る。

農地基本台帳の情報の更新に関
する活動実績

毎月の総会終了後、農地の権利移動や転用等の状況についての
情報の更新や選挙人名簿の調製及び農地パトロールにより把握し
た情報を基に点検・補正を行った。

農地基本台帳の情報の更新に関
する活動計画

情報の更新を実施。また、選挙人名簿の調製及び農地パトロール
により把握した情報を基に点検・補正を行なう。

農地基本台帳の情報
の更新に関する活動
に対する評価の案

適正に処理されている。


