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南砺市農業再生協議会 通常総会 次第 

 

 

               日時：令和３年６月２８日（月）１４：００～ 

               場所：南砺市役所 別館 ３階 大ホール 

 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

 

３ 議長選出 

 

４ 議事録署名人の選任 

 

５ 議事 

  議案第１号 役員改選について 

  議案第２号 令和２年度事業報告及び収支決算について 

  議案第３号 令和３年度事業計画及び収支予算について 

 

６ その他 

 

７ 閉会 
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議案第１号 

 

 

 役員改選について 

 

 

 役員の変更について、規約第７条第２項により、次のとおり承認を求めます。 

 

 

 以上、提出します。 

 

 

 

 

 

 令和３年６月２８日 

 

 

                         南砺市農業再生協議会 

                         会長 此尾 治和 
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令和３年度・４年度役員（案） 

 

 

役職名 氏名 所属職名 

会長 此尾 治和 
南砺市ブランド戦略部長 

南砺市担い手育成総合支援協議会長 

副会長 前川 十一 南砺市農業委員会長 

監事 佐野日出勇 となみ野農業協同組合代表理事組合長 

監事 髙野 清緊 農業公社代表（五箇山農業公社理事長） 
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議案第２号 

 

 

 令和２年度事業報告及び収支決算について 

 

 

 令和２年度事業報告及び収支決算について、次のとおり承認を求めます。 

 

 

 以上、提出します。 

 

 

 

 

 

 令和３年６月２８日 

 

 

                         南砺市農業再生協議会 

                         会長 此尾 治和 
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令和２年度事業報告 

 

南砺市農業再生協議会 

 

 令和２年度事業計画に基づき、以下の事業を実施した。 

 

第１ 市再生協の開催状況 

月日 内容 協議事項 

6 月 18 日 

6 月 25 日 

･幹事会 

･通常総会 

・令和元年度事業報告及び収支決算について 

・令和 2 年度事業計画及び収支予算について 

12 月 10 日 

12 月 14 日 

･幹事会 

･臨時総会 
・令和 3 年産米生産目標等について 

 

第２ 経営所得安定対策事業の推進 

 経営所得安定対策の普及推進を実施し、畑作物の直接支払交付金、収入減少対策

影響緩和交付金及び水田活用の直接支払交付金の事業について、各水田農業推進協

議会と委託契約により実施した。 

〇事業経過 

月日 会議名等 備考 

令和 2 年 ・収入減少影響緩和対策移動受付 ・各水田協で実施 

5 月 ・地域協議会担当者会議 

・生産組合長会議等 

 

・大麦等現地確認 

 

・経営所得安定対策について 

・交付申請等の説明 

6 月 ・転作現地確認実施（5 月～7 月）  

7 月 ・生産組合長会議等  

11 月 ・生産組合長会議等 

・そば等現地確認 

 

12 月 ・地域協議会担当者会議 

・令和 3 年産米生産目標の目安の提示 

 

・生産組合長会議等 

・令和 3 年産米生産目標について 

・市再生協から各方針作成者へ米

生産数量目標の配分について 

令和 3 年 

1 月 

・各水田協幹事会・臨時総会 

・生産組合長会議等 

 

・令和 3 年産米の生産目標の提示 

及び産地交付金について 

2 月 ・営農計画書配布回収（2 月以降） ・各水田協 
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 各水田協に対する委託費は、市から補助される経営所得安定対策推進指導費を充

て、経営所得安定対策実施に係る推進活動、現地確認及び人件費等に充当した。 

〇令和２年度経営所得安定対策委託事業及び委託費 

事業内容 補助率 委託先 委託金額 

・経営所得安定対策等の普及推進活動 

・需要に応じた作物の生産誘導 

・農業者の水田情報等の収集、整理 

・その他、経営所得安定対策等の円滑な実 

施に必要な活動 

国 

10/10 

なんと水田協 5,095,000 円 

福光水田協 7,888,000 円 

となみ野水田協 10,973,000 円 

市再生協事務費 11,000 円 

合計   23,967,000 円 

 

〇経営所得安定対策の各交付金実績                 （千円） 

交付金名 
なんと 

水田協 

福光 

水田協 

となみ野 

水田協 
合計 

畑作物の直接支払交付金 95,911 84,279 208,660 388,850 

水田活用の直接支払交付金 167,935 357,733 351,390 877,058 

米・畑作物の 

収入減少影響緩和対策 
745 656 2,695 4,096 

合計 264,591 442,668 562,745 1,270,004 

 

第３ 需要に応じた米生産の推進（米政策の見直し等への対応） 

 令和２年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、米の需要が減少し、６月

末における全国の民間在庫量が２００万トンを超えた（参考 令和元年６月末： 

１８９万トン）。とりわけ、外食・中食や宴会等の自粛により、業務用米や酒米の

需要に多大な影響が生じており、米価の下落を防ぐためにも、在庫量が増加しない

よう需要に応じた米生産に取り組む必要がある。 

 国では、前年産に対して３．３％減少した６９３万トンを令和３年産の生産量と

提示した。富山県においては、１２月７日に富山県農業再生協議会の総会で令和３

年産の生産目標について協議され、富山県産米の需要の状況、非主食用米や戦略作

物の生産の取組状況等から前年産より２．２％減少した１７７，６３２トンを提示

し、各地域協議会には、同率で減少させた数量配分がなされた。それを受け、市再

生協においても、１２月１４日の臨時総会において協議し、生産調整方針作成者や

各水田協に前年より２．２％減少させた目標数量を配分した。 
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○水田協ごとの数量目標の目安 

地域水田協名 R3 産目標数量 
R2 産目標数量 

（調整後） 
増減 

なんと水田協 5,130.867ｔ 5,244.326ｔ -113.459ｔ 

福光水田協 8,185.776ｔ 8,366.790ｔ -181.014ｔ 

となみ野水田協 8,291.707ｔ 8,475.062ｔ -183.355ｔ 

合計 21,608.350ｔ 22,086.178ｔ -477.828ｔ 

 

第４ 担い手の育成・確保に向けた事業の推進 

 担い手育成・確保に向けた取組みについては、市担い手育成総合支援協議会で関

連事業を実施し、担い手の経営研修及び農業経営サポート等を行った。また、新規

就農者の確保と農業教育の推進等を目的に、就農マッチングツアーの初開催や高校

生を対象とした農業関係の職場訪問を実施した。 

 １ 認定農業者の育成・確保               （人・組織・％） 

区分 
令和 5 年度 

育成目標 

令和元年度 

実績 

令和 2 年度実績 

達成率 
実績累計 

単年度 

新規 失効 

認定農業者 210 185 182 3 △6 86.7 

 

個人 95 86 82 1 △5 86.3 

法人 30 20 19 0 △1 63.3 

集落営農法人 85 79 81 2 0 95.3 

任意組織(集落営農) 30 58 54 0 △4 180.0 

 

 ２ 集落営農の組織化・経営の法人化推進活動 

   農業経営の法人化の普及啓発を図るとともに、法人化を志向する者からの 

  相談に的確に対応するため、以下の活動を実施した。 

  （1）簿記講座開催実績 

    ・複式簿記・パソコン簿記研修会 ５回開催 １０名参加 

    ・個別簿記相談 ３回開催 １１名参加 

  （2）能力向上研修会開催実績 

    ・先進経営体視察研修会 １回開催 １名参加 

    ・ＨＡＣＣＰ研修会 １回開催 ９名参加 

    ・農業者会現地研修会 １回開催 １１名参加 

  （3）経営指導担当者研修会開催実績 

    ・農業経営者研修会 １回開催 認定農業者２１名参加 
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  （4）法人化・集落営農設立実績 

地域名 法人名称 備考 

福光地域 

福光地域 

農事組合法人 医王の恵み 

農事組合法人 ファーム天神 

令和 2 年 6 月 22 日設立 

令和 3 年 1 月 8 日設立 

 

 ３ 新規就農者の掘り起こし・育成・確保 

  （1）農業体験活動推進実績 

活動内容 

・小中学校農業教育ふれあい促進事業 

 小学校 7 校 8 事業、中学校 5 校 5 事業 

・農業高校生の職場訪問 

 令和 2 年 10 月 29 日 生徒 12 名参加 

  （2）新規就農希望者就農支援活動実施実績 

活動内容 

・【新】就農マッチングツアーの開催 

 令和 2 年 8 月 9 日 14 名参加（市内 4 名、市外 6 名、県外 4 名） 

 農業経営体 3 組織を訪問 

・【新】ウェブサイト「なんとアグリジョブ」の開設・運営 

 市内農業団体の求人情報・各種就農支援の紹介等 

 就農相談から企業の紹介 実績 4 件 

・相談、研修、就農計画策定、経営計画樹立への支援 

 全相談件数 15 件（うち【新】オンライン相談件数 6 件） 

 令和 2 年度実績 研修開始 5 件、経営開始 3 件 

 令和 3 年度見込 研修開始 2 件、経営開始 4 件 

 

第５ 農用地利用集積（面的集積）の推進 

 農地の貸付を希望する所有者からの相談・要望を受け、農協等の関係機関の協力

を得て、地域の担い手農業者へ農地貸借の利用調整を行った。 

区分 面積 

令和元年度農地賃貸借全体面積 591.4ha 

 
うち農地利用集積円滑化団体によるもの 122.7ha 

うち農地中間管理事業によるもの 213.3ha 

令和 2 年度農地賃貸借全体面積 434.7ha 

 
うち農地利用集積円滑化団体によるもの（事業終了） －ha 

うち農地中間管理事業によるもの 218.9ha 
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○農地中間管理事業 

 公益社団法人富山県農林水産公社から委託を受け、下記の業務を行った。 

委託業務区分 委託業務内容 

相談窓口 

○農地中間管理事業の啓発 

〇相談・出し手・公募の受付窓口の設置 

○受付した出し手や応募者のデータ整理・入力 

出し手の掘り起こし 

及び交渉 
〇出し手の掘り起こし、交渉、リストアップ 

借受予定農用地等の 

位置や耕作状況、権 

利関係の確認 

〇圃場位置・権利関係の確認、圃場地図の作成 

○耕作状況の確認 

借受希望者との交渉 

○市町村広報誌等への募集記事掲載 

〇応募者の借受希望農用地や賃料水準、借受期間等の意向確 

認 

〇借受希望者との交渉 

〇受け手要件の具備状況等（労働力、資本装備等）の確認 

○農用地利用配分計画（案）の作成 

 

○人・農地プランの実質化状況 

 ●南砺市の人・農地プラン ２９地区 

   ●実質化済み ２７プラン 

      ①農地集積率が５０％以上 ２２プラン 

      ②アンケート、話合いにより方針策定 ５プラン 

       （上記②は、令和２年度に方針策定…西太美、太美山、東太美、 

       南蟹谷、利賀村） 

   ●実質化を検討中 ２プラン（城端地区（町部）、平・上平地区） 
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第６ 補助事業の活用 

 1 麦あと輪作体系確立推進事業 

   水田フル活用に向け、麦収穫後の遊休農地の解消を図るとともに、需要が拡 

  大している加工用米等の供給拡大を図るため、麦あとに非主食用米（加工用米 

  等）を組み合わせた輪作体系の導入・定着を支援した。 

   対象：麦の収穫後の圃場に、非主食用米を作付した担い手農業者で、交付対 

     象面積は、前年産までの取組対象面積（最大面積）に対する取組拡大面 

     積に対し助成。 

交付件数 

(件) 

麦あと 

非主食用米 

の用途 

交付対象 

面積 

(a) 

① 

交付金 

単価 

(円/10a) 

② 

交付金額 

※ 

(円) 

③＝①×② 

備考 

7 
加工用米 

WCS 用稲 
1,226.4 7,000 855,000  

  ※交付金額は、農業者ごとに端数処理しているため合致しません。 
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収入

支出

－ ＝ 円

令和2年度収支決算

（至令和2年4月1日～令和3年3月31日迄）

（単位：円）

項目 本年度決算額 本年度予算額 増減額 備考

補助金 24,825,190 24,336,180 489,010

経営所得安定対策推
進指導費補助金

23,967,000 23,574,000 393,000 国庫事業補助金

麦あと輪作体系確立
推進事業費補助金

858,190 762,180 96,010 県単事業補助金

委託費 599,684 652,000 △ 52,316

農地中間管理事業業
務委託

599,684 652,000 △ 52,316 富山県農林水産公社より

雑入 2 0 2 預金利息

合計 25,429,600 24,992,904 436,696

（単位：円）

項目 本年度決算額 本年度予算額 増減額 備考

経営所得安定対策推進指
導費

23,967,000 23,574,000 393,000

事務費 11,000 11,000 0

委託料 23,956,000 23,563,000 393,000
なんと水田協
となみ野水田協
福光水田協

5,095千円
10,973千円
7,888千円

麦あと輪作体系確立推進
事業費

858,190 762,180 96,010

事務費 3,190 4,180 △ 990
振込手数料
5件

補助金 855,000 758,000 97,000
7,000円/10a×12.26ha
7件

農地中間管理事業費 604,410 656,724 △ 52,314

交渉手数料 354,000 274,000 80,000 1件　1,000円
354件

事務費 245,686 378,000 △ 132,314

繰越金 25,429,600 25,429,600 0

その他 4,724 4,724 0 労働保険料還付金返還

繰越金 4,724 4,724 0

合計 25,429,600 24,992,904 436,696

11



監査報告 

 

 

 

 

 

 令和３年６月２３日に、令和２年度 南砺市農業再生協議会収支決算について、

収支決算書及び付属帳票等を精査したところ、協議会規約に基づき、適正に処理さ

れておりましたので、報告いたします。 

 

 

 

 

 

 令和３年６月２８日 

 

 

   南砺市農業再生協議会 

 

 

                    監事  齊 藤 勇 一       

 

 

                    監事  髙 野 清 緊       
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第３号議案 

 

 

 令和３年度事業計画及び収支予算について 

 

 

 令和３年度事業計画及び収支予算について、次のとおり承認を求めます。 

 

 

 以上、提出します。 

 

 

 

 

 

 令和３年６月２８日 

 

 

                         南砺市農業再生協議会 

                         会長 此尾 治和 
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令和３年度事業計画 

 

南砺市農業再生協議会 

 

第１ 基本的な考え方 

 南砺市は、米を中心とした水田農業が大半を占めており、農業者の経営の安定を

図るためには、「需要に応じた米生産」による米価の安定と、「水田のフル活用」に

よる高度利用を推進し、園芸作物等の産地化を図らなければならない。しかし、米

の需要は、人口減少や１人当たりの需要減少等により年々減少する見込みであり、

需要の確保に最大限の努力を払う必要がある。 

 また、いまだ世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、外食用の需要の落込み等で、主食用の「米余り」が深刻化してきており、需要

と供給と価格のバランスを安定的に保つために、今後、更なる米の作付け転換が必

要になってくるものと思われる。そのため、今後なお一層、高収益作物の導入等、

米のみに依存しない営農体制への変革や地産地消の推進も含めた産地としてのパ

ワーアップを目指していく必要がある。 

 一方、南砺市の農業形態の特徴となっている集落営農組織の経営の安定を図るた

め、経営の効率化と後継者の確保に取り組むとともに、担い手の育成・確保と新規

就農の促進に取り組む。 

 また、地域の話合い等により、農地の集積・集約化を進め、農地整備事業の活用

やスマート農業をはじめとする新しい技術導入を促進する等、効率的な農業経営を

推進する。 

 

第２ 事業の内容 

 １ 需要に応じた米生産の推進 

  （1）県再生協で示された「需要に応じた米生産」を県全体で取り組む方針に 

    則し、県再生協が提示する米の生産目標を参考に、南砺市産の米の需要動 

    向を踏まえて、米の生産数量目標を提示し、併せて、各水田協別の米の生 

    産数量目標を提示する。農協等の生産調整方針作成者が、これらの情報を 

    基に、地区別の生産数量目標を提示し、生産者自らが「需要に応じた米生 

    産」に取り組める体制となるよう支援する。 

  （2）今後、県再生協からの生産数量目標の配分が大きく深掘りされた場合、 

    目標の達成状況に応じて、配分数量の調整がなされる可能性があることか 

    ら、各水田協が連携調整の上、生産数量目標の上限に近い生産に努める。 

 

 ２ 経営所得安定対策事業の推進 

  （1）麦・大豆・そば等の畑作物の直接支払交付金の対象作物については、収 

    穫量が増加すれば、交付金額も増額される仕組みであり、栽培を奨めると 
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    ともに単収の増加のために、適期播種、排水対策及び適切な施肥、管理等 

    が行われるよう指導し、農業者の所得の増大に努める。 

  （2）戦略作物の生産推進を図るとともに、地域の課題や地域戦略に基づく「水 

    田収益力強化ビジョン」を策定し、産地交付金を活用することにより、課 

    題の解決及び農業者の収益向上を図る。また、地域で取り組む新たな作物 

    についても、農業生産者の意見を取り入れるよう配慮し、将来的に産地化 

    できるような交付体制とする。 

  （3）収入保険制度の本格実施に伴い、収入減少影響緩和対策（ナラシ対策） 

    及び野菜価格安定制度等の収入補填制度との違いを説明し、農業経営に適 

    した制度への加入を推進する。 

 

 ３ 担い手の育成・確保に向けた事業の推進 

  （1）認定農業者の育成・確保 

     効率的かつ安定的な農業経営を行う担い手が、農業生産の相当部分を占 

    める農業構造となるよう、新たに地域の中心的な担い手となる農業者の育 

    成を図る。農地の集積・集約化を図るためにも、認定農業者等の地域の中 

    心経営体の増加を目指す。 

  ○担い手の現状と目標                （人・組織） 

区分 
設立当初 

(平成 16 年度) 
令和 2 年度末 

育成目標 

(令和 5 年度) 

 

認定農業者 106 182 210 

 

個人 76 82 95 

法人 18 19 30 

集落営農法人 12 81 85 

任意組織(集落営農) 76 54 30 

  （2）集落営農組織の育成・確保 

     市内には、集落内に担い手が不在な場合も多くあることから、今後の農 

    業・農地の在り方等を集落内で話し合ってもらい、新規設立や周辺組織へ 

    の加入等の方向性を検討する。 

     また、既存の集落営農組織にあっては、後継者を確保できる経営基盤を構築する 

    ため、集落営農組織の統合再編による規模の拡大を図るとともに、水稲を含めた協 

    業経営化、周辺集落の作業受託並びに経営の複合化等による経営の質的向上や基幹 

    的担い手の育成等による経営基盤の強化を支援する。特に、労働力の確保に関して 

    は、専従雇用を検討し、コストの削減や単収の増加による収益の確保に結び付ける。 

  （3）法人経営の推進 

     経営体質の強化、新たな人材の受入れ等による円滑な経営継承等を目指す個別経 
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    営体や集落営農組織の法人化を進め、サポート事業や法人化等支援事業による法人 

    化の費用負担の軽減を図る。法人化後は、認定農業者となるよう支援し、補助事業 

    や有利な金融支援を活用し、規模拡大や効率的な経営の支援を図る。 

  （4）新規就農者の育成・確保 

     市内において、農業人口の減少及び高齢化が進んでいることから、引き 

    続き、新規就農者の募集に努め、関係機関と連携しながら、きめ細やかな 

    就農相談を実施し、就農の実現に向けて計画を指導する。経営計画の中に、 

    集落営農への参画についても盛り込んでいただき、地域の後継者として育 

    成できるよう取り組む。 

     また、離農する農業者がこれからも増加するとみられ、担い手への集積 

    が進むと予想される。しかし、担い手が雇用者を確保することが難しい状 

    況であることから、担い手への法人就農（就職）につなげるよう取り組む。 

     令和２年度に就農研修事業を活用し、初めて女性が研修されたことをは 

    じめ、女性からの就農相談も増えてきている。女性が就農できるよう支援 

    するとともに、就農しやすい環境づくりを働きかける。 

     加えて、令和２年度に初めて開催した就農マッチングツアーや、新規に 

    開設したウェブサイト「なんとアグリジョブ」の充実・強化を図り、更な 

    る新規就農者の掘り起こしに努める。 

    〇令和３年度就農マッチングツアー実施予定 

     期 日：令和３年８月８日 

     見学先：農業経営体３組織（（有）ファームズエンジニア福光、 

        （有）窪田農産、（農）富山あんぽ柿共同加工センター） 

  （5）農業経営者総合サポート活動 

     法人化や補助事業の他にも、農作物の栽培技術指導や雇用の問題等に活 

    用できることから、経営の諸問題の解決のためにサポート事業を活用して 

    もらえるよう支援チーム（県、市、農協等で構成）を構成し、積極的な支 

    援を通して、農業者の所得向上を図る。 

     また、この事業を活用した研修を実施し、経営能力の向上を図る。 

 

 ４ 農用地利用集積（面的集積）の推進 

   公益社団法人富山県農林水産公社から、農地中間管理事業の業務を受託し、 

  農業経営の効率化や規模拡大による経営安定を図るために、農地の集積・集約 

  を推進する。 

   令和元年度に農地利用集積円滑化事業が終了し、農地の仲介業務は、農地中 

  間管理機構に関するもののみとなった。市再生協の構成団体において、農地中 

  間管理機構の利用を促進し、スムーズな農地の貸借ができるよう取り組むため、 

  市再生協では、交渉手数料を支払う。 
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 ○農地中間管理事業 

  公益社団法人富山県農林水産公社から委託を受け、下記の業務を行う。 

委託業務区分 委託業務内容 

相談窓口 

○農地中間管理事業の啓発・説明会の開催 

〇相談・出し手・公募の受付窓口の設置 

○受付した出し手や応募者のデータ整理・入力 

出し手の掘り起こし 

及び交渉 
〇出し手の掘り起こし、交渉、リストアップ 

借受予定農用地等の 

位置や耕作状況、権利 

関係の確認 

〇圃場位置・権利関係の確認、圃場地図の作成 

〇耕作状況の確認 

〇整備条件が同程度の賃料水準の把握 

出し手及び借受希望 

者に対する機構関連 

事業が行われること 

の説明等 

○出し手及び借受希望者に対する機構関連事業が行われること 

の説明等 

借受希望者との交渉 

○市町村広報誌等への募集記事掲載 

〇応募者の借受希望農用地や賃料水準、借受期間等の意向確認 

〇借受予定農地ごとの交渉順位の決定 

〇借受希望者との交渉 

〇受け手要件の具備状況等（労働力、資本装備等）の確認 

○農用地利用配分計画（案）の作成 

契約締結に係る事務 〇登記事項証明書等必要書類の確認 

  ※交渉手数料 市再生協が中間管理機構の権利設定の仲介をした場合に、１件 

        当たり１千円の手数料の支払いを受けるもの（出し手農家ごとに、 

        出し手と中間管理機構、中間管理機構と受け手の権利設定のそれ 

        ぞれで１千円の支払いを受ける。１戸の農家が中間管理機構を通 

        じて担い手と権利設定がなされた場合は、２千円となる。）。 

 

 ５ 人・農地プランの実質化の推進 

   人・農地プランについては、国が実質化を求めており、市再生協では、実質 

  化に向けて支援を行う。人・農地プランの話合いにおいては、農地の集積・集 

  約だけでなく、後継者問題、営農組織の合併、６次産業化等も話合いの対象と 

  する。 

  【実質化に向けての支援内容】 

   ①アンケートの実施 ５～１０年後の農地利用について 

   ②現況把握 地図を作成し、農地集積状況、就農状況の把握（年齢、後継者 

   の確保等） 

   ③将来方針の作成 地域で話合って集積・集約、後継者についての方針決定 
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第３ 推進体制 

 １ 市再生協の役割 

   規約第４条第１項の推進に当たっては、規約第４条第２項により担い手育成 

  総合支援協議会、水田協及び農協に一部業務を委託する。市再生協は、事業が 

  一体的に円滑かつ効果的に実施するため統括、調整を行う。また、問題解決や 

  事業の実施のために、必要に応じて幹事会や事務局会議を開催する。 

〇令和３年度経営所得安定対策委託事業及び委託費 

事業内容 補助率 委託先 委託金額 

・経営所得安定対策等の普及推進活動 

・需要に応じた作物の生産誘導 

・農業者の水田情報等の収集、整理 

・その他、経営所得安定対策等の円滑 

な実施に必要な活動 

国 

10/10 

なんと水田協 4,256,000 円 

福光水田協 7,732,000 円 

となみ野水田協 8,640,000 円 

市再生協事務費 11,000 円 

合計   20,639,000 円 

 

 ２ その他 

   上記の他、地域農業の振興のため、必要に応じて対策を講じるものとする。 

  特に、人・農地プランにかかわらず、農村地域の後継者不足、営農組織の在り 

  方、新しい作物の栽培及び農地整備等の地域・集落の話合いについて、構成す 

  る関係団体が協力する。 

 

第４ 補助事業の活用 

 １ 産地生産基盤パワーアップ事業（国１／２） 

   地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のあ 

  る農業者等が高収益な作物、栽培体系への転換を図るための取組みを、全ての 

  農作物を対象として総合的に支援する。 

   なお、本補助金は、市一般会計を経由することを基本とし、原則、市再生協 

  の会計を利用しないものとする。 

  〇市再生協の産地パワーアップ計画 

   ①水稲 産地 福光農協管内 平成２８年度 

   ②アスパラガス 産地 福光農協管内 平成２８年度 

   ③アルギットニラ 産地 南砺市、砺波市、小矢部市 平成２９年度 

   ④富山干柿（あんぽ） 産地 福光農協、なんと農協管内 令和２年度 

   参考 タマネギ 産地 となみ野農協管内（南砺市、砺波市） 平成２８年度 

 

 

18



  〇令和３年度事業完成予定                   （千円） 

事業実施 

主体名 
事業内容 総事業費 

補助対象 

事業費 
国費 県費 市費 

自己資金

(融資含む) 

(農)富山 

あんぽ柿 

共同加工 

センター 

共同加工 

施設整備 
470,855 373,956 186,978 37,395 18,698 227,784 

 

 ２ 麦あと輪作体系確立推進事業（県１０／１０） 

   水田フル活用に向け、麦収穫後の遊休農地の解消を図るとともに、需要が拡 

  大している加工用米等の供給拡大を図るため、麦あとに非主食用米（加工用米 

  等）を組み合わせる輪作体系の導入・定着を支援する。 

   対象：麦の収穫後の圃場に、非主食用米を作付した担い手農業者で、交付対 

     象面積は、前年産までの取組対象面積（最大面積）に対する取組拡大面 

     積に対し助成。 

  〇令和３年度事業実施予定 

交付件数 

(件) 

麦あと 

非主食用米 

の用途 

交付対象 

面積 

(a) 

① 

交付金 

単価 

(円/10a) 

② 

交付金額 

※ 

(円) 

③＝①×② 

備考 

5 加工用米等 1,523.8 7,000 1,063,000  

  ※交付金額は、農業者ごとに端数処理しているため合致しません。 

 

 ３ 【新】新市場開拓に向けた水田リノベーション事業（国１０／１０） 

   「水田リノベーション産地・実需協働プラン」に参画する生産者が、実需者 

  ニーズに応じた価格・品質等に対応するために必要となる低コスト生産等に取 

  組む場合に、取組面積に応じて支援（助成単価４０，０００円／１０ａ）する。 

  〇令和３年度事業実施予定 

  【低コスト生産等の取組みへの助成経費】 

管轄水田協 助成対象者数 助成金額 対象作物 

なんと水田協 118 人 122,676,000 円 
加工用米、麦、 

高収益作物（青ネギ） 

福光水田協 89 人 187,452,000 円 加工用米、麦 

となみ野水田協 246 人 183,148,000 円 
加工用米、麦、 

高収益作物（タマネギ） 

合計 453 人 493,276,000 円  
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  【推進事務費】 

委託先 委託金額 

なんと水田協 750,000 円 

福光水田協 100,000 円 

となみ野水田協 2,300,000 円 

市再生協事務費 310,000 円 

合計 3,460,000 円 

 

 ４ 【新】水田フル活用産地づくり緊急支援事業（県１０／１０） 

   今後も安定して需要の獲得、拡大が見込まれる新市場開拓用米や大麦、大豆 

  について、生産性の向上を図りながら、主食用米からの転換を進めるため、省 

  力、低コスト化等による生産拡大の取組みを支援（助成単価 新市場開拓用米 

  ５，０００円以内／１０ａ、麦、大豆３，０００円以内／１０ａ）する。 

  〇令和３年度事業実施予定 

管轄水田協 対象作物 拡大面積 助成金額 

なんと水田協 
新市場開拓用米 0a 0 円 

麦、大豆 2,280.75a 684,000 円 

福光水田協 
新市場開拓用米 0a 0 円 

麦、大豆 0a 0 円 

となみ野水田協 
新市場開拓用米 0a 0 円 

麦、大豆 4,803.37a 1,441,000 円 

合計  7,084.12a 2,125,000 円 

 

 ５ 【新】水田麦・大豆産地生産性向上事業（国１／２） 

   水田フル活用に向け、「麦・大豆産地生産性向上計画」に基づき、麦、大豆 

  の需要を捉えた生産拡大と収量、品質の高位安定に取組む産地に対し、団地化 

  の推進や新たな栽培技術の導入等を一体的に支援する。 

   なお、本補助金は、国、県からの要請に基づき、市再生協の会計を利用する 

  ものとする。 
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  〇令和３年度事業実施予定                    （円） 

事業実施 

主体名 
事業内容 総事業費 

補助対象 

事業費 
国費 県費 市費 

自己資金

(融資含む) 

(農) 

ひろやす 

トラクター 

ロータリー 
7,157,150 7,157,150 3,253,000 0 0 3,904,150 

(農) 

信農 

トラクター 

ロータリー 
7,695,600 7,695,600 3,498,000 0 0 4,197,600 

(農) 

梅ケ島農産 

トラクター 

溝堀機 

コンバイン 

16,864,000 16,864,000 7,665,000 0 0 9,199,000 

合計  31,716,750 31,716,750 14,416,000 0 0 17,300,750 
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収入

支出

補助金 14,416,000 0 14,416,000

0 3,150,000
なんと水田協
となみ野水田協
福光水田協

750千円
2,300千円

100千円

水田麦・大豆産地生産
性向上事業費

14,416,000 0 14,416,000

0 493,276,000

事務費 310,000 0 310,000

委託料 3,150,000

水田リノベーション
事業費補助金

496,736,000 0 496,736,000 国庫事業補助金

水田麦・大豆産地生
産性向上事業費補助
金

14,416,000 0 14,416,000 国庫事業補助金

委託費 800,000 652,000 148,000

富山県農林水産公社より

交渉手数料 450,000 274,000 176,000

水田リノベーション事
業費

496,736,000 0 496,736,000

合計 535,780,870 24,992,904 510,787,966

農地中間管理事業業
務委託

800,000 652,000 148,000

補助金 493,276,000

その他 0 4,724 △ 4,724 労働保険料還付金返還

事務費 350,000 378,000 △ 28,000

1件　1,000円
450件

補助金 1,063,000 758,000 305,000
7,000円/10a×14.35ha
5件

農地中間管理事業費 800,000 656,724 143,276

事務費 1,870 4,180 △ 2,310

麦あと輪作体系確立推
進事業費

1,064,870 762,180 302,690

委託料 20,628,000 23,563,000 △ 2,935,000
なんと水田協
となみ野水田協
福光水田協

4,256千円
8,640千円
7,732千円

経営所得安定対策推進
指導費

20,639,000 23,574,000 △ 2,935,000

事務費 11,000 11,000 0

（単位：円）

項目 本年度予算額 前年度予算額 増減額 備考

繰越金 0 4,724 △ 4,724

合計 535,780,870 24,992,904 510,787,966

麦あと輪作体系確立
推進事業費補助金

1,064,870 762,180 302,690 県単事業補助金

雑入 0 0 0

経営所得安定対策推
進指導費補助金

20,639,000 23,574,000 △ 2,935,000 国庫事業補助金

前年度予算額 増減額 備考

補助金 534,980,870 24,336,180 510,644,690

水田フル活用産地づく
り緊急支援事業費

2,125,000 0 2,125,000

令和3年度収支予算

（至令和3年4月1日～令和4年3月31日迄）

（単位：円）

項目 本年度予算額

補助金 2,125,000 0 2,125,000

水田フル活用産地づ
くり緊急支援事業費
補助金

2,125,000 0 2,125,000 県単事業補助金

22



南砺市農業再生協議会規約 

平成２３年５月２５日制定 

 

 

第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この協議会は、南砺市農業再生協議会（以下「市協議会」という。）

という。                            

 （区域） 

第２条 市協議会の区域は、南砺市とする。 

  

 （目的） 

第３条 市協議会は、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、もって食

料自給率の向上と農業の多面的機能を維持するために、次に掲げる各号を

目的とする。 

(1) 「需要に応じた生産」と「水田フル活用」の推進及び推進体制の構築を図

ること。 

(2) 経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の活用並びにこれを円

滑に実施するための行政と農業者団体等の連携体制の構築、戦略作物の生産

振興や地域農業の振興を図ること。 

(3) 農地の利用集積、耕作放棄地の再生利用、担い手の確保等に資すること。 

 

 （事業） 

第４条 市協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を

行う。 

(1) 経営所得安定対策等の推進に関すること。 

(2) 米の生産目標（目安）の提示に関すること。 

(3) 集落営農の法人化支援の実施に関すること。 

(4) 農地の利用集積に関すること。 

(5) 耕作放棄地の再生利用に関すること。 

(6) 担い手の育成・確保に関すること。 

(7) この他、地域農業を振興するために必要なこと。 

２ 市協議会は、前項の業務を次条の会員が相互に補完しつつ実施するもの

とし、次に掲げる前項各業務を委託する会員は次のとおりとする。 

（1）第１号及び第２号に関する業務 

なんと地域水田農業推進協議会、福光水田農業推進協議会、となみ野

地域水田農業推進協議会 
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（2）前項第３号、第５号及び第６号に関する事務 

南砺市担い手育成総合支援協議会  

（3）前項第４号に関する業務 

なんと農業協同組合、福光農業協同組合、となみ野農業協同組合 

 

第２章 会員等 

 

 （市協議会の会員） 

第５条 市協議会は、別表１に掲げるものをもって組織する。 

   

 （届出） 

第６条 会員は、その氏名及び住所（会員が団体の場合については、その名

称、所在地及び代表者の氏名）に変更があったときは、遅滞なく市協議会

にその旨を届け出なければならない。 

 

第３章 役員等 

 

 （役員の定数及び選任） 

第７条 市協議会に次の役員を置く。 

(1) 会 長 １名 

(2) 副会長 １名 

(3) 監 事 ２名 

２ 前項の役員は、第５条の会員の中から総会において選任する。 

３ 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。 

 

 （役員の職務） 

第８条 会長は会務を総理し、市協議会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、

会長が欠けたときはその職務を行う。 

３ 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 市協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。 

(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告するこ

と。 

(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。 

 

 （役員の任期） 

第９条 役員の任期は、２年とする。 

２ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
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 （任期満了又は辞任の場合） 

第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役

員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。 

 

 （役員の解任） 

第11条 市協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の

議決を経て、その役員を解任することができる。この場合においては、市

協議会は、その総会の開催の日の７日前までに、その役員に対し、その旨

を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとす

る。 

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。 

 

 （役員の報酬） 

第12条 役員は、無報酬とする。 

２ 役員には、費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

第４章 総会 

 

 （総会の種別等） 

第13条 市協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

２ 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。 

３ 通常総会は、毎年１回以上開催する。 

４ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

(1) 会員現在数の２分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面によ

り請求があったとき。 

(2) 第８条第３項第３号の規定により監事が招集したとき。 

(3) その他会長が必要と認めたとき。 

  

（総会の招集） 

第14条 前条第４項第１号の規定により請求があったときは、会長は、その

請求のあった日から３０日以内に総会を招集しなければならない。 

２ 総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、

目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。 

３ 会議の開催に当たっては、公平性・透明性の確保のため、事前の告知、

会議の公開及び議事録の公表に努めるものとする。 

 

25



 （総会の議決方法等）  

第15条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。 

２ 会員は、総会において、各１個の議決権を有する。 

３ 総会においては、前条第２項によりあらかじめ通知された事項について

のみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この

限りでない。 

４ 総会の議事は、第１７条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半 

数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。     

５ 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。    

           

 （総会の権能） 

第16条  総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げ

る事項を議決する。 

(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。 

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。 

(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。 

(4) 実施しようとする事業の実施方針・実施計画等に関すること 

(5) 米の生産目標（目安）の提示に関すること 

(6) その他地域協議会の運営に関する重要な事項。 

２ 前項第４号、第５号及び第６号に定める事項について、必要に応じ、学識経

験者等（以下「助言者」という。）及び関係団体の意見を聞くものとする。助

言者は、市協議会、幹事会別に会長が適当と認める関係機関から選出するもの

とする。 

 

 （特別議決事項） 

第17条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の３分の

２以上の多数による議決を必要とする。 

  (1) 市協議会規約の変更 

  (2) 市協議会の解散 

  (3) 会員の除名 

(4) 役員の解任 

  

（書面又は代理人による表決） 

第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通

知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することがで

きる。 

２ 前項の書面は、総会の開催前までに市協議会に到着しないときは、無効

とする。 
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３ 第１項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければなら

ない。 

４ 第１５条第１項及び第４項並びに第１７条の規定の適用については、第

１項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。 

 

 （議事録） 

第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２ 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。 

(1) 日時及び場所 

(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第１８条第４項により当

該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏

名 

(3) 議案 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

３ 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会におい

て選任された議事録署名人２名以上が署名押印しなければならない。 

４ 議事録は、第２２条第１項の事務局に備え付けておかなければならない。

                                          

第５章 幹事会 

  

  （幹事会の構成等） 

第20条 地域協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、第２２条第２項の事務局長及び別表２号に掲げるものをもって組

織する。 

３ 幹事の中から幹事長を互選する。 

４ 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。 

 

  （幹事会の権能） 

第21条 次の各号に掲げる事項は、幹事会において協議する。 

 (1) 総会に付議すべき事項に関すること。 

 (2) 総会の議決した事項の執行に関すること。 

 (3) その他幹事会において必要と認めた事項に関すること。 

 ２ 幹事会において、前項第１号にあっては総会開催の直前に、第２号及び第

３号にあっては必要に応じて協議する。 
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第６章 事務局等 

 （事務局） 

第22条 総会の決定に基づき市協議会の業務を執行するため、南砺市荒木 

１５５０番地（南砺市ブランド戦略部農政課内）に事務局を置く。 

２ 市協議会は業務の適正な執行のため、事務局長を置く。 

３ 事務局長は、会長が任命する。 

４ 市協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。 

５ 事務局長は、南砺市農業再生協議会会計処理規程第８条第１項の経理責

任者並びに南砺市農業再生協議会事務処理及び文書取扱規程第５条第１項

の文書管理責任者を兼務することができる。 

 

 （業務の執行） 

第23条 市協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるものの

ほか、次の各号に掲げる規程による。 

(1) 会計処理規程 

(2) 事務処理及び文書取扱規程 

(3) 公印取扱規程 

 (4) 内部監査規程 

 

 （書類及び帳簿の備付け） 

第24条 市協議会は、第２２条第１項の事務局に次の各号に掲げる書類及び

帳簿を備え付けておかなければならない。 

(1) 市協議会規約及び前条各号に掲げる規程 

(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面 

(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿 

(4) その他前条の各号の規程に基づく書類及び帳簿 

 

第７章 会計 

 

 （事業年度） 

第25条 市協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に

終わる。 

 

 （資金） 

第26条 市協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 直接支払推進事業費補助金に係る富山県又は南砺市からの助成金等 

(2) 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金に係る富山県農業再生協議会（以

下県協議会」という。）からの助成金、及び南砺市からの補助金 
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 (3) その他の収入 

 （資金の取扱い） 

第27条 市協議会の資金の取扱方法は、会計処理規程で定める。 

 

 （事務経費支弁の方法等） 

第28条 市協議会の事務に要する経費は、第２６条各号の資金からの収入を

もって充てる。 

 （事業計画及び収支予算） 

第29条 市協議会の事業計画及び収支予算は、事業開始前に総会の議決を得

なければならない。 

  

 （監査等） 

第30条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常

総会の開催の日の７日前までに監事に提出して、その監査を受けなければ

ならない。 

(1) 事業報告書 

(2) 収支計算書 

(3) 正味財産増減計算書 

(4) 貸借対照表 

(5) 財産目録 

２ 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作

成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しな

ければならない。 

３ 会長は、第１項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会

の承認を得た後、これを第２２条第１項の事務局に備え付けておかなけれ

ばならない。 

（報告） 

第31条 会長は、第29条に掲げる書類及び前条１項各号に掲げる書類につい

て、総会の議決を得た後、富山県に提出しなければならない。 

  

第８章 市協議会規約の変更、解散及び残余財産の処分 

 

 （届出） 

第32条 この規約及び第２３条各号に掲げる規程に変更があった場合は、市

協議会は、遅滞なく富山県に届出なければならない。 

 

第33条 市協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財

産があるときは、国費相当額にあっては実施した事業の実施要綱その他規
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程の定めるところにより返還するものとする。 

２ 前項以外の残余財産については、総会の議決を経て市協議会の目的と類

似の目的を有する他の団体に寄附するものとする。 

 

第９章 雑則 

 

 （細則） 

第34条 実施しようとする事業の実施要綱その他の規程及びこの規約に定め

るもののほか、市協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

この規約は、平成２３年５月２５日から施行する。 

 

   附 則 

この規約は、平成２５年６月２４日から施行する。 

 

   附 則 

この規約は、平成２６年６月２５日から施行する。 

 

   附 則 

この規約は、平成２７年６月３０日から施行する。 

 

   附 則 

この規約は、平成２８年６月３０日から施行する。 

 

   附 則 

この規約は、平成３０年６月２０日から施行する。 

 

   附 則 

この規約は、令和元年６月２１日から施行する。 

 

   附 則 

この規約は、令和２年６月２５日から施行する。 
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○別表 １（第５条関係）  南砺市農業再生協議会員 

 

区 分  所   属 

会 員 南砺市ブランド戦略部 

南砺市農業委員会 

なんと農業協同組合 

福光農業協同組合 

となみ野農業協同組合 

南砺市担い手育成総合支援協議会 

富山県農業共済組合 

なんと地域水田農業推進協議会 

福光水田農業推進協議会 

となみ野地域水田農業推進協議会 

南砺市農業者会 

南砺市農業法人等 

南砺市集落営農組織等 

土地改良区 

農業公社 

 

○（第１６条第２項に基づく助言者） 

 

区 分  所   属 

助言者 

（学識経験者） 

指導機関（北陸農政局富山県拠点） 

指導機関（富山県砺波農林振興センター） 
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○別表 ２（第２０条関係）  南砺市農業再生協議会幹事会員 

 

区 分  所   属 

幹 事 なんと農業協同組合所管部課長 

福光農業協同組合所管部課長 

となみ野農業協同組合所管部課長 

なんと地域水田農業推進協議会幹事・事務局長 

福光水田農業推進協議会幹事・事務局長 

となみ野地域水田農業推進協議会幹事・事務局長 

城端・井口・平・上平地域代表 

福光地域代表 

福野地域代表 

井波・利賀地域代表 

生産調整方針作成者代表 

南砺市農業委員会事務局長 

富山県農業共済組合砺波地域農業共済センター所長 

南砺市担い手育成総合支援協議会事務局長 

土地改良区事務局長 

農業公社事務局長 

南砺市ブランド戦略部農政課長 

 

○（第１６条第２項に基づく助言者） 

 

区 分  所   属 

助言者 

（学識経験者） 

指導機関（北陸農政局富山県拠点）） 

指導機関（富山県砺波農林振興センター所管課長） 
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