農地中間管理事業

農用地等借受希望者の公募要領
公益財団法人長野県農業開発公社
（長野県農地中間管理機構）

１ 目的
この要領は、公益財団法人長野県農業開発公社（以下「公社」という。）が農地中間管理権を取得した農用地等の
貸付けについて、借受けを希望する者（以下「借受希望者」という。）の募集に関し、必要な事項を定めることを目
的とします。
２ 公募に関する同意
この公募に応募される場合は、この要領をご確認いただき、同意のうえ、応募してください。
３. 農地の借受希望者を公募する区域
『公募の区域』は、公社ホームページでご確認ください。
４ 応募者の要件
（１）下記の①～⑦に該当される方です。
①認定農業者
②認定就農者
③農地所有適格法人
④市町村が定める農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に掲げる水準到達農業者
⑤担い手相互間、又は、担い手・非担い手間で利用権の交換を行おうとする者
⑥新規参入者
（新たに農業参入計画のある企業、または新たに認定農業者等を目指し農業を開始される個人）
※市町村との協議及び調整を別途行ってください。
⑦「人・農地プラン」に位置づけられている中心的経営体または、位置づけられることが確実な地域内の話し合
いで農用地利用調整が整った者
（２）応募者は、次の条件を満たすことが必要です。
①借り受ける農用地等を含むすべての農用地等を効率的に利用し耕作又は養畜の事業を行うと認められるこ
と。
②耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
法人については、業務執行役員のうち１人以上が耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
③周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないと認められること。
④地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと認めら
れること。
⑤公社から原則として５年以上借り受け、農業生産活動を行うことができること。
５ 応募の方法、提出方法及び受付期間ほか
（１）応募方法
①『農用地等の借受希望申込書』に記入のうえ、公募区域を担当する市町村の農政担当課窓口（表１）に提
出してください。複数の市町村に応募される場合は、それぞれの市町村に提出してください。
②提出方法
次のいずれかの方法により、農用地等の借受希望申込書を提出してください。
ア 市町村の農政担当課窓口へ持参して提出

イ 市町村の農政担当課窓口へ郵送による提出
ウ 市町村の農政担当課窓口へメールによる提出（メール受付は、「表１」にメールアドレスの記載のある
市町村のみ受け付けておりますのでご留意ください。メールに「農用地等の借受希望申込書」を添付
して送信してください。）
（２）農用地等の借受希望申込書
公社ホームページから印刷されるか、または市町村の担当課に用意してありますので入手してください。
（３）市町村担当課
表１ のとおり。
（４）公募の受付
受付は通年で実施します。
【応募に関する留意事項】
（１）応募者は借受希望申込書の提出をもって公表に同意されたものとします。
（２）同一市町村内の複数の区域に応募するときは、一枚の申込書の区域名欄に区域名を併記してください。
（３）同一区域の公募に対し、同一経営体からの応募は１つとします。
（４）提出後の応募書類の差し替えはできません。
（５）応募用紙を提出される際、自らの責において、その写しを残してください。
（６）電話、ファクシミリによる受付けはしておりませんのでご留意ください。
（７）郵送提出の場合の郵送料金は、応募者側の負担となります。
（８）借受希望申込書の有効期限は、取り下げの申出がない限り有効といたします。
（９）借受希望者の登録を取り下げしたい場合は、公社にお申し出ください。
(１０)借受希望区域の変更（追加）や内容を変更したいときは、公社にお申し出ください。
(１１)農用地等の貸付先の決定を公平、適正に行う上で必要があるときは応募者に対するヒアリングを行います。

６ 公募の公表
（１）公社は、応募された方の情報を整理して、原則年２回（毎年５月・１0 月）公社ホームページで公表します。
特に必要な場合には、追加して公表することがあります。

通年公募として受付を実施します
公表 ５月下旬
前年の 10 月 1 日～４月３０日までの応募
者を公表します。

公表 １０月下旬
５月 1 日～９月３０日までの応募者を
公表します。

（２）公表項目は次のとおりです。
①氏名又は名称
②公募区域の農業者、公募区域外の農業者、新規参入者の別
③借受けを希望する農用地等の種別、面積
④借り受けた農用地等に作付けしようとする作物の種別

７ お問い合わせ
お問い合わせやご相談は、下記の市町村の農政担当課窓口（表１）、農地利用集積円滑化団体等（表２）、公社
（表３）までお問い合わせください。

表１ 市町村
名称

〒

住所

電話番号

担当課

メール受付先アドレス
※記載のない箇所ではメール受付をしておりません。

小諸市

３８４－８５０１

小諸市相生町３－３－３

（0267）22-1700(代)

農林課

佐久市

３８５－８５０１

佐久市中込３０５６

（0267）62-3203(直)

農政課

小海町

３８４－１１９２

南佐久郡小海町豊里５７－１

（0267）92-2525(代)

産業建設課

佐久穂町

３８４－０７９８

南佐久郡佐久穂町畑１６４八千穂庁舎

（0267）88-2528(直)

産業振興課

nousei@town.sakuho.nagano.jp

川上村

３８４－１４０５

南佐久郡川上村大深山５２５

（0267）97-2124(直)

産業建設課

nousei@vill.kawakami.nagano.jp

南牧村

３８４－１３０２

南佐久郡南牧村海ノ口１０５１

（0267）96-2211(代)

産業建設課

南相木村

３８４－１２１１

南佐久郡南相木村３５２５－１

（0267）78-2121(代)

振興課

北相木村

３８４－１２０１

南佐久郡北相木村２７４４

（0267）77-2111(代)

経済建設課

軽井沢町

３８９－０１９２

北佐久郡軽井沢町長倉２３８１－１

（0267）45-8572(直)

観光経済課

御代田町

３８９－０２９２

北佐久郡御代田町御代田２４６４－２

（0267）32-3111(代)

産業経済課

miyota@town.miyota.nagano.jp

立科町

３８４－２３０５

北佐久郡立科町芦田２５３２

（0267）56-2311(代)

農林課

nousei@town.tateshina.nagano.jp

上田市

３８６－８６０１

上田市大手１－１１－１６

（0268）23-5122(直)

農政課

東御市

３８９－０５９２

東御市県２８１－２

（0268）64-5887(直)

農林課

長和町

３８６－０６０３

小県郡長和町古町４２４７－１

（0268）75-2082(直)

産業振興課

青木村

３８６－１６０１

小県郡青木村田沢１１１

（0268）49-0111(代)

建設産業課

岡谷市

３９４－８５１０

岡谷市幸町８－１

（0266）23-4811(代)

農林水産課

諏訪市

３９２－８５１１

諏訪市高島１－２２－３０

（0266）52-4141(代)

農林課

茅野市

３９１－８５０１

茅野市塚原２－６－１

（0266）72-2104(代)

農林課

下諏訪町

３９３－８５０１

諏訪郡下諏訪町４６１３－８

（0266）27-1111(代)

産業振興課

富士見町

３９９－０２９２

諏訪郡富士見町落合１０７７７

（0266）62-9328(直)

産業課

原村

３９１－０１９２

諏訪郡原村６５４９－１

（0266）79-7931(直)

農林商工観光課

伊那市

３９６－８６１７

伊那市下新田３０５０

（0265）78-4111(代)

農政課

駒ヶ根市

３９９－４１９２

駒ヶ根市赤須町２０－１

（0265）83-2111(代)

農林課

辰野町

３９９－０４９３

上伊那郡辰野町中央1

（0266）41-1111(代)

産業振興課

箕輪町

３９９－４６９５

上伊那郡箕輪町中箕輪１０２９８

（0265）79-3111(代)

産業振興課

飯島町

３９９－３７９７

上伊那郡飯島町飯島２５３７

（0265）86-3111(代)

産業振興課

南箕輪村

３９９－４５９２

上伊那郡南箕輪村４８２５－１

（0265）72-2180(直)

産業課

中川村

３９９－３８９２

上伊那郡中川村大草４０４５－１

（0265）88-3001(代)

振興課

宮田村

３９９－４３９２

上伊那郡宮田村９８

（0265）85-5864(直)

産業振興推進室

nosei@vill.miyada.nagano.jp

飯田市

３９５－０８１７

飯田市鼎東鼎２８１

（0265）21-3217（直)

農業課

nousei@city.iida.nagano.jp

松川町

３９９－３３０３

下伊那郡松川町元大島３８２３

（0265）36-7027(直)

産業観光課

sangyou@matsukawa-town.jp

高森町

３９９－３１９３

下伊那郡高森町下市田２１８３－１

（0265）35-9405(直)

産業課

sangyo@town.takamori.nagano.jp

阿南町

３９９－１５１１

下伊那郡阿南町東條５８－１

（0260）22-4055(直)

振興課

阿智村

３９５－０３０３

下伊那郡阿智村駒場４８３

（0265）43-2220(代)

建設農林課

平谷村

３９５－０６０１

下伊那郡平谷村３５４

（0265）48-2211(代)

産業建設課

根羽村

３９５－０７０１

下伊那郡根羽村１７６２

（0265）49-2111(代)

振興課

下條村

３９９－２１０１

下伊那郡下條村睦沢８８０１－１

（0260）27-2311(代)

振興課

売木村

３９９－１６０１

下伊那郡売木村９６８－１

（0260）28-2311(代)

産業課

天龍村

３９９－１２０１

下伊那郡天龍村平岡８７８

（0260）32-2001(代)

振興課

泰阜村

３９９－１８９５

下伊那郡泰阜村３２３６－１

（0260）26-2111(代)

振興課

喬木村

３９５－１１０７

下伊那郡喬木村６６６４

（0265）33-5126(直)

産業振興課

豊丘村

３９９－３２９５

下伊那郡豊丘村神稲３１２０

（0265）35-9056(直)

産業建設課

大鹿村

３９９－３５０２

下伊那郡大鹿村大河原３５４

（0265）39-2001(代)

産業建設課

上松町

３９９－５６０３

木曽郡上松町駅前通り２－１３

（0264）52-4804(直)

産業観光課

南木曽町

３９９－５３０１

木曽郡南木曽町読書３６６８－１

（0264）57-2001(代)

産業観光課

木曽町

３９７－８５８８

木曽郡木曽町福島２３２６－６

（0264）22-4390(直)

農林振興課

木祖村

３９９－６２０１

木曽郡木祖村薮原１１９１－１

（0264）36-2001(代)

農林課

王滝村

３９７－０２０１

木曽郡王滝村３６２３

（0264）48-2001(代)

経済産業課

大桑村

３９９－５５０３

木曽郡大桑村長野２７７８

（0264）55-3080(代)

産業振興課

松本市

３９０－８６２０

松本市丸の内３－７

（0263）34-3222(直）

農政課

塩尻市

３９９－０７８６

塩尻市大門七番町３－３

（0263）52-0280(代)

農業委員会

安曇野市

３９９－８２８１

安曇野市豊科６０００

（0263）71-2429（直）

農政課

麻績村

３９９－７７０１

東筑摩郡麻績村麻３８３７

（0263）67-3001(代)

振興課

生坂村

３９９－７２０１

東筑摩郡生坂村５４９３－２

（0263）69-3112(直)

振興課

山形村

３９０－１３９２

東筑摩郡山形村２０３０－１

（0263）98-5664(直)

産業振興課

朝日村

３９０－１１８８

東筑摩郡朝日村小野沢２９６－５

（0263）99-2001(代)

産業振興課

筑北村

３９９－７５０１

東筑摩郡筑北村西条４１９５

（0263）66-2111㈹

産業課

大町市

３９８－８６０１

大町市大町３８８７

（0261）26-5101(直)

大町市２１農業推進支援センター

池田町

３９９－８６９６

北安曇郡池田町池田３２０３－６

（0261）62-3127(直)

振興課

３９９－８５０１

北安曇郡松川村７６－５

（0261）62-3109(直)

経済課

３９９－８５０１

北安曇郡松川村７０２７

（0261）61-1030(直)

松川村営農支援センター

eisic1@s2.dion.ne.jp

白馬村

３９９－９３９３

北安曇郡白馬村北城７０２５

（0261）72-5000(代)

農政課

nousei@vill.hakuba.lg.jp

小谷村

３９９－９４９４

北安曇郡小谷村大字中小谷丙１３１

（0261）82-2588（直）

観光振興課

noui@vill.otari.nagano.jp

長野市

３８０－８５１２

長野市鶴賀緑町１６１３

（026）224-5037(直)

農業政策課

須坂市

３８２－８５１１

須坂市須坂１５２８－１

（026）248-9004(直)

農林課

千曲市

３８９－０８９７

千曲市上山田温泉４－１５－１

（026）275-1050(代)

農林課

坂城町

３８９－０６９２

埴科郡坂城町坂城１００５０

（0268）82-3111(代)

産業振興課

小布施町

３８１－０２９７

上高井郡小布施町小布施１４９１－２

（026）214-9104(直)

産業振興課

高山村

３８２－８５１０

上高井郡高山村高井４９７２

（026）214-9268(直)

産業振興課

信濃町

３８９－１３９２

上水内郡信濃町柏原４２８－２

（026）255-3113(直)

産業観光課

飯綱町

３８９－１２０１

上水内郡飯綱町芋川１６０

（026）253-4765(直)

産業観光課

小川村

３８１－３３０２

上水内郡小川村高府８８００－８

（026）269-2323(代)

建設経済課

中野市

３８３－８６１４

中野市三好町１－３－１９

（0269）22-2111(代)

農政課

飯山市

３８９－２２９２

飯山市飯山１１１０－１

（0269）62-3111(代)

農林課

山ノ内町

３８１－０４９８

下高井郡山ノ内町平穏３３５２－１

（0269）33-3112(直)

農林課

木島平村

３８９－２３９２

下高井郡木島平村往郷９７３－１

（0269）82-3111(代)

産業課

nourin@kijimadaira.jp

野沢温泉村

３８９－２５９２

下高井郡野沢温泉村豊郷９８１７

（0269）85-3114(直)

観光産業課

nourin@vill.nozawaonsen.nagano.jp

栄村

３８９－２７９２

下水内郡栄村北信３４３３

（0269）87-3111(代)

産業建設課

http://www.city.saku.nagano.jp/index.html

miyairi@vill.aoki.nagano.jp

nourin@city.suwa.lg.jp

sangyou@town.tatsuno.nagano.jp

nosei@vill.takagi.nagano.jp

noijim@town-kiso.net

松川村

上山田庁舎

三水庁舎

nosei@city.nakano.nagano.jp

表３ 公社
公社支所

担当地域

（公財）長野県農業開発公社 東信支所
佐久市跡部65-1 佐久地方事務所農政課内

小諸市、佐久市、佐久穂町、小海町、川上村、南牧村、南相木
村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町

TEL 0267-63-3111（代）
（公財）長野県農業開発公社 東信支所上小事業所
上田市材木町1-2-6 上小地方事務所農政課内

上田市、東御市、長和町、青木村

TEL 0268-23-1260（代）
（公財）長野県農業開発公社 南信支所
伊那市荒井3497 上伊那地方事務所農政課内

伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、 中川
村、宮田村

TEL 0265-78-2111（代）
（公財）長野県農業開発公社 南信支所 諏訪事務所
諏訪市上川1丁目1644-10 諏訪地方事務所農政課内

岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村

TEL 0266-53-6000（代）
（公財）長野県農業開発公社 南信支所下伊那事業所
飯田市追手町2-678 下伊那地方事務所農政課内

飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、 平谷村、 根羽村、
下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

TEL 0265-23-1111（代）
（公財）長野県農業開発公社 南信支所 木曽事務所
木曽郡木曽町福島 2757-1 木曽地方事務所農政課内

木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村

TEL 0264-24-2211（代）
（公財）長野県農業開発公社 中信支所
松本市島立1020 松本地方事務所農政課内

松本市、塩尻市、安曇野市、 筑北村、 麻績村、 生坂村、 山形
村、朝日村

TEL 0263-47-7800（代）
（公財）長野県農業開発公社 中信支所 北安曇事業所
大町市大町 1058-2 北安曇地方事務所農政課内

大町市、池田町、松川町、白馬村、小谷村

TEL 0261-23-6546（直）
（公財）長野県農業開発公社 北信支所 長野事業所
長野市大字南長野南県町686-2

長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、 高山村、 信濃
町、飯綱町、小川村

TEL 026-233-5151（代）
（公財）長野県農業開発公社 北信支所北信事業所
中野市壁田955 北信地方事務所農政課内

中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

TEL 0269-(22)3111（代）
（公財）長野県農業開発公社 中間管理部
長野市大字南長野字幅下692番地の2
TEL 026-(234)0777（代）

本所 メールアドレス nagano@n-nouchi.net

（４）問い合わせ時間
月曜日から金曜日まで（祝祭日を除く。）
8 時 30 分～12 時 00 分及び 13 時 00 分～17 時 15 分まで
８ 個人情報の取扱い
（１）公社は、取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び公社個人情報保護規程に基づき厳重に保
護し、事業の目的を達成するための措置を除き第三者に開示・通知等をすることはありません。ただし、応募者
の事前承諾を得た場合は、この限りではありません。
（２）公社は、応募者の個人情報を保護・管理するにあたり、外部からの不正なアクセス、個人情報の紛失・破壊・
改ざん・漏えいなどを防ぐための適切な安全対策を行います。
（３）公社は、応募者本人から個人情報の変更・訂正・削除の依頼があったときは適切な方法で対応します。

