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令和３年度 事業報告

一般社団法人沖縄県農業会議

Ⅰ．事業概要

農業・農村をめぐる情勢は、基幹的農業従事者の高齢化の進展、担

い手不足が続き、耕作放棄地の増加等が顕著になる中で、新規参入の

促進を含めた担い手の育成・確保、農地の利用集積・集約化の推進が

喫緊の課題となっている。

こうした情勢の中、令和元年度から「人・農地プランの実質化」に

取り組んできたが、コロナ発症後の令和２年度以降は地域現場での話

し合い活動の制約を余儀なくされている。本会議では新型コロナウイ

ルス感染症の拡大を防止するため、対面による会議、研修会等を制限

せざるを得ない厳しい活動環境のもとで、インターネットを活用した

Ｗｅｂ開催等により活動を行ってきた。

国においては、農業生産基盤の強化を図るため、令和元年 12月に

「農業生産基盤強化プログラム」を策定し、令和２年３月には向こう

10年の日本の食料・農業・農村の方向付けを明らかにした「基本計

画」を策定し、今後、官民挙げてその具体化に取り組むとしている。

農業委員会組織については、「農業経営基盤強化促進法」と「農山

漁村活性化法」が改正され、人 ･農地プランが「地域計画」として法

定化されるとともに、農地保全の制度化が図られ、「農業委員会によ

る最適化活動の推進等について」（令和４年２月２日付け３経営第 25

84号農林水産省経営局長及び令和４年２月25日付け３経営第2816号農

林水産省経営局農地政策課長）の通知により、農業委員会活動の「見

える化」が求められ、日常的な見回り・声かけ活動等を活動記録簿に

記録する事となっている。

本県では、新制度に移行して２回目の選任を迎え、県下37市町村農

業委員会で改選が行われ、農地法をはじめとする農地制度の公正・公

平な運用と重点化された「農地利用の最適化」の取り組みのさらなる

強化が求められている。

農業委員会ネットワーク機構は、農業委員会の果たす役割、機能が

十分発揮されるよう、ネットワーク業務に関する規程に基づき、適性

かつ着実な業務遂行を実現するため、支援対策に取り組んでいる。
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Ⅱ．農業委員会ネットワーク業務の実施

１．農業委員会相互の連絡調整及び農業委員会に対する支援業務
農業委員、農地利用最適化推進委員及び職員に対する講習及び研

修会を開催する。

２．農地に関する情報の収集、整理及び提供業務
農地情報公開システムを活用し、農地に関する情報を整理し、整

理した情報を関係行政機関等、農地中間管理機構その他農林水産省
令で定める者に提供する。

３．農業経営を営み、営もうとする者に対する支援業務
新規参入者又は新規参入を予定する者が円滑に農業参入できるよ

う関係農業委員会との連絡調整を行う。

４．法人化の支援その他農業経営の合理化支援業務
法人化推進のための研修会及び現地指導及び農業者年金制度の理

解促進、普及推進のための研修会を開催する。

５．認定農業者等農業の担い手の組織化及び組織の運営支援業務
認定農業者や農業経営者の組織化を支援し、各経営者組織への運

営支援を行う。

６．農業一般に関する調査及び情報の提供業務
農地価格や農作業料金などの基礎的な調査を行い、農業者及び農

業委員会、農地中間管理機構等の関係機関、農業者一般に関する農
業者等への情報提供活動を行う。

７．農地法等その他の法令の規定により機構が行うとされた業務
農地等の転用許可に係る農業委員会からの意見聴取について、農

業委員会及び県担当部局と密接な連携により適正かつ円滑に処理す
る。

８．関係行政機関等に対する意見の提出
農地等の利用最適化の推進に関する施策の改善について、農業委

員会等の意見を集約し農業・農村の問題を幅広く汲み上げ、関係行
政機関等に意見を提出する。
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Ⅲ．事業実績

１ 農地法等その他の法令の規定による機構が行う業務

（１）常設審議委員会の開催
農地法第４条第４項及び第５項、同法第５条第３項の転用許可

に係る農業委員会からの意見聴取について、農業委員会及び県担
当部局と密接な連携により適正かつ円滑に処理した。

会議名 開催時期 会議内容 出席人数
場 所

令和３年
第１回常設審議委員会 ４月９日 農地法等に基づく市町村等の諮問に係る審議 18人

土地改良会館

第２回常設審議委員会 ５月７日 農地法等に基づく市町村等の諮問に係る審議 20人
土地改良会館

第３回常設審議委員会 ６月４日 農地法等に基づく市町村等の諮問に係る審議 15人
土地改良会館

第４回常設審議委員会 ７月６日 農地法等に基づく市町村等の諮問に係る審議 17人
土地改良会館

第５回常設審議委員会 ８月５日 農地法等に基づく市町村等の諮問に係る審議 16人
土地改良会館

第６回常設審議委員会 ９月７日 農地法等に基づく市町村等の諮問に係る審議 19人
土地改良会館

第７回常設審議委員会 10月５日 農地法等に基づく市町村等の諮問に係る審議 24人
土地改良会館

第８回常設審議委員会 11月５日 農地法等に基づく市町村等の諮問に係る審議 23人
土地改良会館

第９回常設審議委員会 12月７日 農地法等に基づく市町村等の諮問に係る審議 20人
土地改良会館

令和４年
第10回常設審議委員会 １月７日 農地法等に基づく市町村等の諮問に係る審議 19人

土地改良会館

第11回常設審議委員会 ２月４日 農地法等に基づく市町村等の諮問に係る審議 20人
土地改良会館

第12回常設審議委員会 ３月４日 農地法等に基づく市町村等の諮問に係る審議 18人
土地改良会館
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（２）常設審議委員会で処理した件数及び面積

区 分 処理件数(件) 処理面積(ｈａ)

転 用 の 制 限 26 4.9
転用のための権利移動制限 81 14.0
賃 貸 借 の 解 除 等 の 制 限 - -
土 地 区 画 整 理 事 業 - -
農用地利用増進事業実施方針 - -
特 定 利 用 権 - -
開 発 行 為 - -

合 計 107 18.9

２ 農地利用の最適化の推進に向けた支援の強化と農地情報公開システム
の活用促進への支援

（１）機構集積支援事業
農業の生産性を高め、競争力を強化していくため、担い手への

農地集積・集約化を加速し、農地の中間的受け皿となる農地中間
管理機構による担い手への農地集積と集約化を支援し、農業構造
の改革と生産コストの削減を目指し、沖縄県農業委員会ネットワ
ーク機構の活動等に関する必要な情報提供及び各市町村の農地利
用最適化に係る活動等の円滑な実施及び適正執行を図った。

ア 広域的な農地利用調整活動等への支援事業

(ア) 農業委員会等に対する支援

a 農業委員会相互の連絡調整

実施時期 対象農業委員会名 活動内容

令和３年
４月20日 うるま市 ・農地利用状況調査及び利用意向調査の実施、農地
５月27日 読谷村、北中城村 情報公開システム、農地中間管理事業の推進、農地

西原町 法等の法令業務の適正執行、相続税等納税猶予対象
９月10日 沖縄市 農地の対応、農地の有効利用、遊休農地解消対策等

農地・農政相談員を配置し、その他農業委員会ネッ
トワーク機構業務に関する相談（窓口・電話）や実
践方法の助言、支援を行った。
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b 研修実績

開催時期 研修目的 研修対象者 研修 研修内容
場 所 対象

人数

【市町村農業委 農業委員・ 農業委員及び農 ・農業委員会の基礎知識
員会研修会】 農地利用最 地利用最適化推 ・農地パトロール
４月22日 適化推進委 進委員等 30人 ・沖縄県営農意向調査

うるま市役所 員の資質向 農業会議 金子昭太
上

４月26日 26人 ・農業委員会の基礎知識
糸満市役所 ・農地パトロール

・沖縄県営農意向調査
・人・農地プランの実質化
・所有者不明農地利活用のための
制度

農業会議 金子昭太

８月25日 23人 ・農業委員、推進委員の役割及び
糸満市役所 農地パトロール（利用状況調査）

と利用意向調査について
農業会議 金子昭太

10月15日 21人 ・農業委員会制度について
八重瀬町役場 ・農地利用の最適化活動について

・農地法について
農業会議 金子昭太

【市町村農業委 農業委員会 農業委員会事務 32人 ・農業委員会業務の概要について
員会新任職員研 事務局職員 局職員 農業会議 金子 昭太
修会】 の資質向上 ・農業委員会の取り組み事例につ
５月12日 いて

土地改良会館 西原町農業委員会
知名 定之 氏

・農地法の概要について（３条・
農地所有適格法人）
・農業経営基盤強化促進法の概要
について

農業会議 勢理客 敞
・農業委員会と農地中間管理機構
の連携について

沖縄県農業振興公社
山田 智久 氏

・農地法の概要について（４条・
５条）

県農政経済課
主査 仲宗根 馨 氏

・情報共有推進活動について
農業会議 志慶真 稔子
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【市町村農業委 農業委員会 農業委員会会長 31人 ・令和３年度「農業者との意見交
員会会長研修 会長の資質 換会」の実施について
会】 向上 ・農業委員会の法令遵守について
６月22日 農業会議 佐辺 良樹

土地改良会館 ・農業委員会の情報活動の意義と
役割

農業会議 神里 宥志

【沖縄県農業委 女性農業委 女性農業委員及 30人 ・農地法について
員会女性協議会 員・農地利 び農地利用最適 農業会議 勢理客 敞
一般研修会】 用最適化推 化推進委員等 ・利用状況調査（農地パトロー
７月29日 進委員の資 ル）及び活動記録簿の記入につい

土地改良会館 質向上 て
・情報提供活動について

農業会議 佐辺 良樹

【市町村農業委 農業委員会 農業委員会事務 34人 ・農業委員会組織・制度をめぐる
員会職員研修 事務局職員 局職員 情勢について
会】 の資質向上 全国農業会議所
８月６日 佐藤 陽平 氏

WEB開催 ・農業委員会と農地中間管理機構
の連携について

沖縄県農業振興公社
山田 智久 氏

・情報提供活動の推進について
農業会議 金子 昭太

【農業委員・農 農業委員及 農業委員及び農 合計 ・農業委員会組織・制度をめぐる
地利用最適化 び農地利用 地利用最適化推 531人 情勢について
推進委員研修 最適化推進 進委員等 全国農業会議所
会】 委員の資質 伊東 積未 氏
12月３日 向上 148人 佐藤 雄太 氏

名護市 佐分 将太 氏
万国津梁館 ・所有者不明農地（相続未登記農

地）の利活用のための制度につい
12月２日 104人 て

読谷村 県農政経済課
ロイヤルホテ 山城 貴史 氏
ル沖縄残波岬 ・農業委員会と農地中間管理機構

の連携強化について
11月19日 144人 沖縄県農業振興公社

那覇市 山田 智久 氏
ロワジールホ ・情報提供推進活動について
テル那覇 農業会議 志慶真 稔子

11月11日 63人
宮古島市
宮古島市役所

11月18日 72人
石垣市
石垣市民会館
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【市町村農業委 農業委員会 農業委員会会長 63人 ・農業委員会組織・制度をめぐる
員会職員研修 会長及び事 及び事務局長 情勢について
会】 務局長の資 全国農業会議所
令和４年 質向上 稲垣 照哉 氏
１月31日 ・農業委員会の取り組み事例につ

WEB併用 いて
西原町農業委員会
知名定之 氏

・情報提供推進活動について
農業会議 志慶真 稔子

c 中央研修会への出席実績

研修会名 開催時期 研修内容
場 所

全国農業委員 令和３年 ・新たな時代の農業・農村の活性化に向けた政策提案
会会長大会 ５月25日 ・「地域の農地を活かし、担い手を応援する全国運動」により

WEB開催 実質化された人・農地プランを実行するための申し合わせ決議
・「情報提供活動」のより一層の強化に関する申し合わせ決議
・タブレット端末による農業委員会活動の取組み

茨城県笠間市農業委員会
会長 永田 良夫 氏

・地域の未来に向けて私たちができること
熊本県合志市農業委員会
会長 福嶋 求仁子 氏

全国農業委員 12月２日 ・「人・農地など関連施策の見直し」に関する要請決議
会会長代表者 WEB開催 ・「地域の農地を活かし、担い手を応援する全国運動」の推進
集会 に関する申し合わせ決議

・「情報提供活動」のより一層の強化に関する申し合わせ決議
・農業委員・農地利用最適化推進委員の活動記録の取り組み

佐賀県神栖市農業委員会
会長 西村 睦雄 氏

・地域まるっと中間管理方式の導入について
魅力ある地域づくり研究所
代表 可知 祐一郎 氏

女性の農業委 令和４年 ・女性の農業委員・農地利用最適化推進委員に期待すること
員会活動推進 ３月15日 横浜国立大学・大妻女子大学
シンポジウム WEB開催 名誉教授 田代 洋一 氏

・事例報告
福井県小浜市農業委員会
農地利用最適化推進委員
高鳥佐太一 氏

農業委員会職 ３月 ・静岡県小山町農業委員会における農地利用最適化推進活動に
員全国研究会 動画配信 ついて
代替動画 静岡県小山町農業委員会

事務局 芹澤 健太 氏
・農地利用状況調査

京都府京丹波町農業委員会
事務局長 永武 幸子 氏
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d 女性農業委員の登用促進及び組織化のための活動実績

活動時期・場所 活動対象者 活動内容

女性農業委員登用 女性農業委員 ・女性登用に向けた実験型協働の試み
研修会 登用促進アド 駒澤大学経営学部
令和４年 バイザー 教授 渡辺 伊津子 氏
１月17日、18日 ・日光市の女性委員の登用の取り組みについて
WEB開催 栃木県日光市農業委員会

前会長 星 一徳 氏
・グループ討議
・農業における女性の活躍推進について

農林水産省経営局
就農・女性課 日高 里美 氏

e 農地情報公開システムに関する調査、指導・助言

実施時期・場所 対象農業委員会名 活動内容

令和４年
２月24日 宜野座村農業委員会 ・農地情報公開システム説明及び操作研修
２月25日 東村農業委員会

f 農業委員会へのタブレット端末の貸出

農業委員会名 貸出台数 貸出期間 利用目的

伊是名村 ３台 令和３年４月～ ・委員研修のWEB開催
読谷村 11台 令和４年３月 ・職員研修のWEB開催
沖縄市 ３台 ・農地の現地調査、撮影
北中城村 ２台 ・農地パトロール（利用状況調査）の
西原町 21台 現場確認
南風原町 ３台 ・紙媒体に代わる総会議案や研修資料
宮古島市 １台 ・紙媒体に代わる農地パトロールや現場
石垣市 １台 活動の資料

・紙媒体に代わる農業者からの相談業務
資料
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イ 農地に関する情報の整理及び農業者、農業参入希望者等への提供

(ア) 情報の整理

実施時期 内容

令和３年４月～令和４年３月 市町村農業委員会等に対し、沖縄県農業委員会ネット
ワーク機構の活動等に関する必要な情報提供を行っ
た。

(イ) 情報の提供

実施時期 提供先 活動内容

令和４年 HP掲載 「農地利用の最適化の取り組み」について
２月１日 西原町農業委員会

ウ 農業委員会ネットワーク業務を行うための会議への出席

研修会名 開催時期 研修内容
場 所

農業委員会組 令和３年 ・令和３年度の農業委員会の取り組みと農業委員会予算に
織活動適正化 ４月19日 ついて
会議 WEB開催 ・利用状況調査と利用意向調査、非農地判断について

・タブレット端末の契約等について
・令和３年度の農地・組織対策について
・会長大会について
・政策提案について

都道府県農業 10月６日 ・農政対策について
会議職員農政 WEB開催 ・農地情報公開システムについて
・農地専門地 ・農地・組織対策について
区別会議 ・人・農地など関連施策の見直しについて

都道府県農業 令和４年 ・これからの農地利用最適化について
会議農地主任 １月18日 ・令和４年度予算等ついて
者会議 WEB開催 ・新たな全国運動（３カ年運動）について

・農地・組織対策について
・農地情報公開システムについて
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（２）農業生産・経営対策事業（農地利用集積の推進）
農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図るため、農業委員会

ネットワーク機構業務を通じ、農地利用の最適化の推進を図り、各
種法令に属させられた事項の推進及び研修等による農業委員会職員
等の資質向上を図った。

開催時期 研修目的 研修対象者 研修 研修内容
場 所 対象

人数

【地区別市町村 農業委員会 農業委員会事務 ・利用状況調査と荒廃農地調査の
農業委員会職員 職員の資質 局職員 統合について
研修会】 向上 農業会議 金子昭太
令和３年 17人 ・非農地判定の徹底について
７月15日 農業会議 勢理客 敞
北部地区

恩納村役所

７月19日 23人
中部・宮古・八
重山地区

土地改良会館
WEB併用

７月20日 ９人
南部地区

土地改良会館
WEB併用

【地区別市町村 農業委員会 農業委員会事務 ・農業委員会による最適化活動の
農業委員会職員 職員の資質 局職員 推進等について（説明動画）
研修会】 向上 農林水産省 農地政策課
令和４年
３月８日 ６人 ・通知を踏まえた農業委員会組織
北部地区 の取り組みについて（説明動

WEB開催 画）
全国農業会議所

３月９日 10人 事務局長 稲垣 照哉 氏
中部・宮古・八
重山地区

WEB開催

２月28日 13人
南部地区

WEB開催
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３ 農地利用の最適化の推進に向けた組織・活動の整備・強化

（１）組織体制強化対策
令和３年10月の八重瀬町における改選により、県下37全ての市町

村農業委員会で２回目の選任が行われ、新たな農業委員、農地利用
最適化推進委員が連携した農地利用最適化に向けた取り組みの強化
と「行動する農業委員会」を体現することが必要不可欠となる中、
農地中間管理機構との緊密な連携を図り、農業委員及び農地利用最
適化推進委員を核に更なる農地利用の最適化の推進に努め、円滑な
業務推進に資する支援、助言、協力を行った。

ア 総会

第78回通常総会
日 時：令和３年６月22日
場 所：土地改良会館
議 事：第１号議案「令和２年度事業報告及び令和２年度貸借対照表

並びに損益計算書（正味財産財産増減計算書）の
承認ついて」

第２号議案「令和３年度会費の額の決定について」
第３号議案「理事の補充選任について」
附帯決議

イ 理事会

令和３年６月４日 第27回理事会
令和３年６月22日 第28回臨時理事会
令和３年７月30日 第29回理事会（書面決議）
令和４年３月４日 第30回理事会

４ 農政対策及び調査活動
沖縄県農業委員会ネットワーク機構の組織機能強化と役割が十分果

たせるよう農業・農村が直面している課題等について、農業者等の意
見を集約し市町村及び県農業施策へ反映させるため政策的な提言に向
けた農政活動を推進した。

（１）沖縄県農業委員会ネットワーク機構組織の機能と役割が十分果たせるよう、
令和３年10月 25日、県知事に対し農業委員会等に関する法律第53条に基づ
き「令和３年度農地利用最適化推進施策に関する改善意見書」の提出を行
った。

（２）「農業者等との意見交換会」の定着に向けた農業委員会への支援
（３）食農教育の推進と食の安全・安心の確保対策への対応
（４）さとうきび等農畜産物の生産・経営安定対策への対応
（５）ＴＰＰ（環太平洋連携協定）、ＷＴＯ・ＦＴＡ・ＥＰＡ農業交渉への対応
（６）農業金融及び農業関連税制改正対策並びに農林・農業委員会関係予算確保

対策への対応
（７）農業委員会法第４３条第１項第６号に基づき、構造政策推進の基礎資料と

して「田畑売買価格に関する調査」「農業労賃、農作業料金に関する調
査」の調査を実施した。
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ア 田・畑売買価格等に関する調査

(ア )調査方法と調査結果
旧市町村を単位として農振法ならびに都市計画法による線引設定区

域に区分し、
ａ 耕作目的田畑売買価格
ｂ 使用目的変更田畑売買価格
ｃ 樹園地売買価格等の項目を農業委員会を通じ調査を行った。
調査時点は令和３年５月１日とした。

【都市計画法による市街化区域と市街化調整区域に関する線引きが行われていない
市町村における農用地区域内田畑売買価格】

単位：10ア－ル当り千円

中 田 中 畑

地 域 別 固定資産 自作地を自作地 固定資産 自作地を自作地
税評価額 として売る場合 税評価額 として売る場合

北 部 54 1,128 36 1,218

中 部 － － 49 2,191

南 部 34 1076 37 1,583

宮 古 － － 29 525

八重山 36 491 36 486

県平均 44 868 37 1,274
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イ 農業労賃等に関する調査

（ア）調査方法と調査結果
36市町村を対象に、

a さとうきび水稲作の部分・全面作業受託料金の水準
b オペレ－タ－の賃金額
c 農業臨時雇の農作業別・男女別の賃金水準
d 農作業受託料金・農業臨時雇賃金等の協定状況
e 市町村内の農外諸賃金の水準を農業委員会を通じ調査を実施し

た。
調査期間は、令和３年１月１日～令和３年12月 31日まで
調査時点は、令和３年12月 31日とした。

【令和３年度 さとうきび収穫作業の臨時雇賃金】
単位：円・時間

現金支払額 その他の費用 支払総額 労働時間

男 8,001 500 8,126 7.7
北 部

女 6,517 500 6,642 7.7

男 8,025 0 8,025 8.0
中 部

女 7,560 0 8,025 8.0

男 7,907 670 8,130 8.0
南 部

女 6,493 670 6,717 8.0

男 8,500 0 8,500 8.0
宮 古

女 6,000 0 6,000 8.0

男 11,500 0 11,500 8.0
八 重 山

女 8,000 0 8,000 8.0

県 平 均 男 8,412 557 8,500 7.9

女 6,873 557 6,966 7.9
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５ 担い手・経営対策、新規就農・人材対策の推進

（１）農の雇用事業
就農意欲のある若者等の就農を促進するため、農業法人等が新

規就農者に対して実施する基礎的な技術・ノウハウを習得するた
めの実践研修を支援するための取り組みを行った。

ア 確認・調整等の活動実績
事業実施法人等における研修確認のための「実施状況確認調査」の実

施並びに関係書類等の整備状況の点検・取り次ぎ等を実施した。

開催時期 調査実施法人数 研修生数

令和３年７月 ７経営体 ７人
８月 19経営体 22人
９月 ７経営体 11人
10月 16経営体 19人
11月 ４経営体 ４人
12月 20経営体 30人

令和４年１月 12経営体 14人
２月 ５経営体 ７人
３月 14経営体 15人

イ 事業実施運営及び一次審査会の開催実績

開催時期 開催場所 出席 内 容
人数

令和３年
４月８日 土地改良会館会議室 ９人 令和３年度１回募集研修実施計画書等の審査
６月16日 土地改良会館会議室 ７人 令和３年度２回募集研修実施計画書等の審査
９月16日 土地改良会館会議室 ８人 令和３年度３回募集研修実施計画書等の審査
11月22日 土地改良会館会議室 10人 令和３年度４回募集研修実施計画書等の審査

ウ 研修説明会等の開催実績

開催時期 開催場所 人数 内 容

令和３年
６月11日 土地改良会館 19人 「指導者養成研修会」
８月24日 土地改良会館 11人 ・事業の仕組みと事業実施の留意点、助成金
８月31日 土地改良会館 18人 交付申請書等の記載方法と留意点及びＯＪ
11月30日 土地改良会館 25人 Ｔ研修について

・労務管理・就業規則を作成する際のポイン
令和４年 トについて

２月22日 土地改良会館 13人 「研修生向け事業説明会」
・働くことの意義について
・事業の仕組みと事業実施の留意点について
・研修生の心構えについて
・日本農業技術検定試験の傾向と対策
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（２）就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業

日米貿易協定等による国際競争の激化とともに、近い将来の団
塊世代の大量離農が迫る中、中山間地域を中心に担い手不足によ
る生産基盤の弱体化が懸念されることから、地域に定着する農業
従事者を緊急的に確保するため、就職氷河期世代の新規就農の際
に課題となる技術習得をする為の支援をした。

開催時期 調査実施経営体数 研修生数

令和３年７月 １経営体 １人
８月 ３経営体 ３人
10月 ６経営体 ６人
11月 ２経営体 ２人
12月 ２経営体 ２人

令和４年１月 １経営体 ２人
２月 １経営体 ２人
３月 ４経営体 ４人

（３）新規就農一貫支援事業
雇用不安等の社会情勢の変化に伴い農業への関心が高まり、農

業への参入を希望する新規就農者が増加していることから、新規
就農コーディネーターを配置し、沖縄県農業振興公社（沖縄県青
年農業者等育成センター）に設置された「沖縄県新規就農相談セ
ンター」との連携の下、新たに農業経営の開始や農業法人への就
業を希望する者に対して、農地等情報や研修受入農家情報の提供、
農業法人と就業希望者とのマッチング等の就農支援を図った。

ア 新規就農コーディネーターの設置

職 名 氏 名

新規就農コーディネーター 高 良 盛 達
勝 連 盛 憲

イ 就農相談等活動実績

開催日 内 容 対 象 参加人数

令和３年
12月５日 第20回（令和３年度） 新規就農相談者 131人

第２回新規就農相談会 (農大学生含む) (男性93人)
（西原町中央公民館） (女性38人)

令和３年４月 コーディネーターとして、県 新規就農相談者 年間相談件数225人
～ 新規就農相談センターにおい (農大74人)

令和４年３月 て就農相談に対応。 (一般151人)
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ウ 新・農業人フェア等への参加
（県外での就農相談、就農情報提供及びＰＲ活動）

活動実施場所 活動時期 活動内容 相談件数 備 考

東京都（サンシャインシテ 令和３年 新規就農者及 ８件 男性６件
ィ展示ホールC） ９月12日 び農業法人へ 女性２件
オンラインブース出展 の研修・就業

等の相談会
大阪府（ハービスホール） 令和３年 ３件 男性３件
オンラインブース出展 11月13日 女性１件

エ 就農支援情報収集活動
県内各地区に配置された農地調整員やＪＡコーディネータ、農業委員

会等関係者との意見交換会を行い、新規就農者に対する農地確保の取り
組み・支援事例など情報の共有に努めた。

また、農業大学校の職員や農大学生に対し、農地・農業法人情報等を
提供するともに現地関係機関訪問を行い、コーディネート活動を展開し
就農・就業支援を行った。

（４）農業者年金事業
経済社会情勢が変化する中で、農業者の「老後生活の安定」「福

祉の向上」及び「農業者の確保」を目的とした公的年金制度として、
制度の普及・定着と加入推進を図るため、農業委員会等業務受託機
関の担当者を対象とした実務研修会を開催し、新規加入者の確保の
ための現地巡回指導や説明会、加入推進対策会議等を開催し普及推
進に努めた。

ア 研修会の開催

(ア)農業者年金加入推進特別研修会・推進対策会議

開催日 開催場所 参加人 対象者 主 な 研 修 内 容
数

令和３年 「サザンビーチ 130人 加入推進部長 ・優良加入推進表彰
７月30日 ホテル＆リゾー 女性農業委員 ・農業者年金の必要性と加

ト沖縄」 農委会会長・ 入推進について
農委会･ＪＡ支 農業者年金基金
店担当者等 理事 伊藤嘉郎 氏

・令和３年度加入推進取組
方針及び令２元年度推進
事例・広報事例紹介につ
いて

・加入推進のポイント
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(イ)担当者システム研修会

開催日 開催場所 参加 対象者 主 な 研 修 内 容
人数

令和３年 浦添市産業支 18人 農委会担当者 ・記録管理システムの操作方法
６月14日 援センター・ について

結の街 農業者年金基金情報管理課
係員 知識 友紀江 氏

(ウ)業務担当者研修会（web）

開催日 開催場所 参加 対象者 主 な 研 修 内 容
人数

令和３年 77人 農委会・ＪＡ ・適用収納関係について
10月１日 各執務室 担当者 ・裁定請求関係について

・諸変更関係について
・支給停止関係について

イ 現地指導

指導時期 指導市町村 参加 対象者 主 な 指 導 内 容
人数

令和４年 農委会・ＪＡ ・農業者年金基金考査指導
２月３日 国頭村 3人 担当者・ＪＡ に伴う考査指導関係調査

本店担当者 票を基に事前指導確認
２月10日 豊見城市 2人 ・現地巡回指導

２月22日 中城村 2人

３月17日 竹富町 2人

ウ 受給相談会

指導時期 指導市町村 参加人 対象者 主 な 指 導 内 容
数

令和４年 農業者年金待 ・受給する際の手続き、節税効
２月17日 南城市 4人 期者・農委会 果等、死亡一時金について
３月４日 恩納村 4人 担当者・ＪＡ ・個人別年金額シュミレーショ
３月17日 宮古島市 10人 本店担当者 ンを用いて、積立額、年金額
３月24日 北大東村 5人 を説明
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エ 制度・加入推進研修会・加入推進活動等（巡回相談活動含む）

指導時期 指導市町村 参加人 対象者 主 な 指 導 内 容
数

令和３年 農業委員 ・農業者年金加入推進説明会
12月９日 南大東村 12人 最適化推進委員 にて制度説明

認定農業者
令和３年 認定新規就農者

３月19日 久米島町 5人 等

オ 沖縄県農業者年金事業推進連絡協議会の開催

開催日 開催場所 主 な 協 議 ･ 検 討 事 項

令和３年 書面会議 ・令和２年度農業者年金加入推進活動結果について
９月３日 ・令和２年新規加入状況調査集計結果・農業者年金事業

実施状況
・令和３年度加入推進活動実施方針・活動計画について
・周知広報活動について

カ 全国会議等の出席

会議の種類 開催日 開催場所 主 要 議 題 等

令和３年度ブ 令和３年 宮崎県 ・制度改正関係
ロック別農業 11月26日 ｢ホテルマリ ・適用・収納課関係
者年金業務担 ックス｣ ・給付課関係
当者会議 ・情報管理課関係

・資金部関係
・企画調整室関係

ク 啓発資料等の配布

種 類 資 料 名 配布対象

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ ・農業者年金を受給するには(新旧) 市町村農業委員会
ﾘｰﾌﾚｯﾄ等 ・基金作成制度周知用リーフレット4種類 新規就農相談会

・農業者年金 2021年度版 農の雇用事業対象者
・農業者年金で老後の生活を安心サポート 県農業改良普及課等
・2021年度版農業者年金－年金の仕組みとメリット
・2021年度版農業者年金 加入推進用リーフレット
・制度改正周知用リーフレット
・加入推進用エコバック
・農業者年金「加入推進ニュース」144号～155号
・全国農業新聞タブロイド版
・全国農業新聞、日本農業新聞への広告及び記事掲
載
・沖縄タイムス、琉球新報への広告及び記事掲載
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（５）沖縄県経営構造対策推進等事業
本県における経営構造対策事業の適切且つ効果的な推進を図るた

め、市町村等の計画樹立に関する合意形成等地域マネジメント組織
への指導・助言を基本として、事業計画地区に対するコンダクター
等の派遣、事業実施経営体の育成指導、営農技術、農業技術、農業
技術、新規導入作物及び販路の拡大等の情報を提供するとともに、
事業、地区の点検評価など効率的な事業推進に向けた市町村等の取
組を支援した。

ア 経営構造コンダクターの設置

氏 名 専 門 分 野 活 動 内 容

比 嘉 良 實 農業経営・行政 ・経営管理指導及び助言
・情報の収集及び提供

亀 谷 茂 推進事業の助言指導 ・調査及び研究等

イ 推進会議の開催

開催日 ：令和３年７月28日
開催場所：那覇市
内 容 ：沖縄県経営構造対策推進事業の実施計画及び実績報告について

沖縄県経営構造対策推進事業実施地区の点検評価及び重点指導
について

ウ 経営管理指導活動実績

市町村名 事業主体名 施設名及び 活 動 事 項 実施時期
（地区名） 規模等 及び参加者

北部
宜野座村 宜野座村 野菜平張 現地検討会 ①令和３年
（カタバル （9744 ㎡） ・施設の利活用及び管理 11月2日

地区） カタバルエコ 状況 ②令和４年
野菜生産組合 ・生産・販売及び経営状 3月3日

況

南部 総合検討
南城市 沖縄県農業協同 果樹温室 ・現地検討会に対する質 ①令和３年
（南城市地 組合 （4,950㎡） 疑及び指導助言 9月28日

区) 南城市マンゴ ・今後の技術的課題、経 ②令和４年
ー生産組合 営課題等に対する指導 3月10日

助言
宮古 ・その他
宮古島市 農業生産法人 さとうきび収 ①令和３年
（みやこ第 長山ファ－ム 穫機械一式 10月29日

５地区）
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八重山
石垣市 沖縄県農業協同 野菜温室 ①令和３年
（石垣第４ 組合 （7,932㎡） 10月21日

地区） 大道原野菜生 ②令和４年
産組合 3月16日

参加者
・経営構造コ

ンダクター
・専門アドバ

イザー
・県関係職員
・管轄農業改

良普及セン
ター

・関係市町村
・農家

エ 事業推進活動実績

活 動 事 項 等 具体的な活動内容 備 考

事業推進
（１）事業推進活動 ①事業実施地区の課題、問題解決索及び ・経営管理検討

事業に係わる目的の明確化及び事業効 会４地区で実
果の発現をより確実にするため、検討 施。
会や研修会を行う。 ・経営管理技術

研修会は２地
②情報収集及び提供 区(中部、宮

（関係機関及び事業導入経営体） 古)で開催。

③農業技術情報誌ⅩⅩⅤの発行 1,000部発行
「カボチャの季節風対策事例

着果安定・品質向上」

（２）事業進行管理指導活動
①点検評価調査指導 「経営構造対策事業」 １市１村

・経営構造対策事業 伊江村伊江地区、糸満市南東部地区 ２地区、
４施設

・強い農業づくり交 「強い農業づくり交付金事業」 ２市２村
付金事業 東村東地区、読谷村読谷地区、宮古 ５地区、

島市平良添西成地区、同伊良部長浜地 ６施設
区、石垣市石垣地区

・特定地域経営支援 「特定地域経営支援対策事業」
対策事業 １ 広域：

沖縄県広域、北部広域地区 ２広域２地区、
２施設

２ 北部地域：
伊是名村東部地区、 １市１町３村
本部町本部地区 ５地区、７施設
伊江村伊江地区、
名護市勝山地区、
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宜野座村宜野座地区、同松田地区

３ 中部地域：
読谷村第二西部地区 １村

１地区、１施設

４ 南部地域：
南風原町 ３市３町２村

南風原町南風原第二地区、同南風原 ２３地区
・津嘉山地区、同南風原･津嘉山第 ３６施設
二地区、

八重瀬町
やえせ地区、同具志頭地区、同やえ
せ第２地区、同具志頭第二地区

南城市
南城市地区、糸数地区、知念地区

豊見城市
豊見城地区、同豊見城第二地区、

糸満市
喜屋武・糸洲地区、同真壁・真栄平
地区、同喜屋武地区、同糸満第一地
区、同糸満第二地区、同糸満第三地
区、同米須地区、同糸満第四地区

久米島町
久米島地区、

北大東村
北大東地区、

南大東村
南大東地区

５ 宮古地域：
宮古島市 １市１村

みやこ第３地区、同みやこ第４地 ６地区
区、同みやこ第５地区､同みやこ第 ９施設
６地区

多良間村
塩川高穴地区、同仲筋･仲筋北部地
区

６ 八重山地域：
石垣市 １市

石垣第４地区、同石垣第５地区、 ４地区、
石垣第６地区、同石垣第７地区 ６施設

②目標未達成調査指導
「経営構造対策事」 １市１村

２地区
４施設

「強い農業づくり交付金事業」 ２市２村
・地区（認定農業者の育成、農地の利 ５地区

用集積） ６施設
・施設(果樹温室､野菜温室､農畜産物

集出荷貯蔵施設､産地形成促進施設)
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「特定地域経営支援対策事業」 ３市４町５村
・地区(経営面積の拡大､新規作物の導 ２広域

入、農産物の品質向上、生産コスト ２６地区、
の縮減、農業経営の法人化等) ３０施設

・施設(果樹・野菜温室、集出荷貯蔵施
設、産地形成促進施設、粗飼料管理
機一式等)

(６ ) 農業経営者サポート事業
「効率的かつ安定的な農業経営」を目指す認定農業者等を育成す

ることを目的とし、経営面における各専門家との連携を図り、経営改善等の
フォロ ーアップを行い、また、経営改善に取り組もうとする経営体に対して資
質向上を図るための研修会を開催し、生産技術の向上、経営管理能力に資する取
組みを行った。

ア 活動推進体制
県担い手協議会（共同事務局：県、（一社）沖縄県農業会議、ＪＡ沖縄中

央会、ＪＡおきなわ）とスペシャリスト（税理士、社会保険労務士、中小企
業診断士等）との連携を図り、認定農業者等の多様な担い手の育成、確保を
図り、持続可能な地域農業の牽引的農業経営体の維持、発展を目指し、農業
経営体における経営管理能力向上に資する支援を行った。

イ 活動実績

（ア）相談カルテの作成

経営体支援項目 経営者数

① 農業経営の法人化 14経営体

② 農業経営の継承 ２経営体

③ 新規就農の定着の促進 ８経営体

④ 認定農業者における農業経営 21経営体
改善計画の目標達成

⑤ 重点指導農業者 １経営体

合計 46経営体
（個人：34人 法人：12法人）
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（イ）専門家登録及び活動実績

専門分野（属性） 人数 活動日数

① 税理士 12人 ２日

② 中小企業診断士 ６人 ２日

③ 社会保険労務士 ４人 29日

④ 司法書士 ５人 ０日

⑤ 指導農業士 ８人 ０日

合計 35人 33日

（ウ）経営戦略会議

開催日 開催場所 内 容 参加人数

【第１回】 土地改良会館 ・重点指導農業者の選定 10人
令和３年 ４階会議室 ・専門家登録
６月７日

【第２回】 土地改良会館 ・農業経営者サポート事業推進につ 17人
７月15日 ４階会議室 いて

・重点指導農業者の選定

【第３回】 土地改良会館 ・重点指導農業者の選定 12人
９月17日 ４階会議室 ・専門家登録

・経営状況診断の進捗について

【第４回】 土地改良会館 ・専門家登録 10人
12月23日 ４階会議室 ・その他

【第５回】 土地改良会館 ・状況報告 10人
令和４年 ４階会議室 ・令和４年度に向けて
３月９日

（エ）研修会・セミナ－の開催

研修会名 開催日 場所 内 容 参加人数

農業経営セミ 令和３年 沖縄県八重 講演： ９人
ナー 12月22日 山合同庁舎 「よくわかる農家の青色申告」

会議室 講師：さくら税理士事務所
税理士 下地和生 氏
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(７ ) 日本農業技術検定事業
我が国の農業現場への新規就農、農業系大学への進学、農業法

人や関連企業等への就業を目指す学生や社会人などを対象に農業
知識や技術の修得水準を客観的に把握し、教育研修の効果を高め
ることを目的として、農業専門の全国統一の試験を実施した。

ア 検定試験の実施

開催日 試験会場 受験級 受験者数

令和３年 ・農の雇用研修生 13人
７月10日 土地改良会館 ３級 ・一般 ４人

令和３年 ・農の雇用研修生 ８人
12月11日 土地改良会館 ３級 ・一般 １人

(８ ) 経営継続補助金に係る伴走支援事業（令和２年度補正）
新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために、感染拡大

防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事業継続・転換のための
機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に支援すること
によって、地域を支える農林漁業者の経営の継続を図ることを目
的として、「支援機関」として農業者からの申請や事業の実施を
サポートした。

支援機関 １次公募 ２次公募

実績報告件数 実績報告件数

（一社）沖縄県農業会議 40件 35件

沖縄県農業経営相談所 17件 16件
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６ 情報事業の推進

（１）情報提供推進事業
「農地利用の最適化に向けた全国農業新聞拡大３カ年運動」の

目標達成に向け、農業委員会法第６条第３項第２号「農業一般に
関する調査及び情報の提供」、農業委員会法第43条第１項第６号
及び第２項第２号に基づき、農村現場で求められる情報をわかり
やすく正確に提供する組織情報紙である「全国農業新聞」を農業
委員会の情報提供活動の最有力ツ－ルとして位置づけ、農業委員
会組織に対する理解者・支援者を増やす観点から「全国農業新
聞」「全国農業図書」の普及推進に取り組んだ。

ア 「農地利用の最適化に向けた全国農業新聞拡大３カ年運動」の推進
（令和元年度～令和３年度）

イ 農業委員、農地利用最適化推進委員数の５倍以上の購読達成に向け、農業
委員、農地利用最適化推進委員１人毎年２部以上の普及推進

ウ 農業委員会巡回による情報提供活動の推進

（ア）全国農業新聞全国統一普及強調月間の推進

（前期）令和３年８月～10月
巡回市町村：東村農業委員会・うるま市農業委員会

沖縄市農業委員会・豊見城市農業委員会
糸満市農業委員会・八重瀬町農業委員会

（後期）令和４年１月～２月
巡回市町村：コロナウイルス感染症拡大の為、中止

（イ）全国農業図書の普及推進

エ 全国農業新聞優秀農業委員会表彰

【農業委員の部】 該当なし

【農業委員会の部】 うるま市農業委員会
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