
農地中間管理事業

農地の集積・集約化にご協力を!

皆さんの農地を
活かします！

府関係
団　体　名 郵便番号 住　　所 担当課 電　話

京都府農林水産部 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 経営支援・担い手育成課 075-414-4902

京都府各広域振興局

山城広域振興局 611-0021 宇治市宇治若森７の６ 農林商工部企画調整室 0774-21-3211
南丹広域振興局 621-0851 亀岡市荒塚町１－４－１ 農林商工部企画調整室 0771-22-0133
中丹広域振興局 625-0036 舞鶴市字浜2020番地 農林商工部企画調整室 0773-62-2508
丹後広域振興局 627-8570 京丹後市峰山町丹波855 農林商工部企画調整室 0772-62-4315

京都府農業会議 602-8054 京都市上京区丁子風呂町104番地の2
京都府庁西別館 075-441-3660

市町村
地　域 市町村名 郵便番号 住　　所 担当課 電　話

京都・乙訓 京都市 604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 農政企画課 075-222-3351
向日市 617-8665 向日市寺戸町中野20番地 産業振興課 075-931-1111
長岡京市 617-8501 長岡京市開田１丁目１番１号 農林振興課 075-951-2121
大山崎町 618-8501 乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目３番地 経済環境課 075-956-2101

山　　城 宇治市　 611-8501 宇治市宇治琵琶33番地 農林茶業課 0774-20-8723
城陽市　 610-0195 城陽市寺田東ノ口16番地17番地 農政課 0774-56-4005
八幡市　 614-8501 八幡市八幡園内75番地 産業振興課 075-983-2703
京田辺市　 610-0393 京田辺市田辺80番地 農政課 0774-64-1362
木津川市　 619-0286 木津川市木津南垣外110-9 農政課 0774-75-1220
久御山町　 631-6111 久世郡久御山町島田ミスノ38番地 産業課 075-631-9964
井手町 610-0302 綴喜郡井手町大字井手小字南玉水67番地 産業環境課 0774-82-6168
宇治田原町 610-0289 綴喜郡宇治田原町大字荒木小字西出10番地 産業振興課 0774-88-6638
笠置町　 619-1393 相楽郡笠置町大字笠置小字西通90番地の1 建設産業課 0743-95-2301
和束町　 619-1295 相楽郡和束町大字釜塚小字生水14番地の2 農村振興課 0774-78-3001
精華町　 619-0285 相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地 産業振興課 0774-95-1903
南山城村 619-1411 相楽郡南山城村大字北大河原小字久保14番地1 産業生活課 0743-93-0105

南　　丹 亀岡市　 621-8501 亀岡市安町野々神8番地 農林振興課 0771-25-5035
南丹市　 622-8651 南丹市園部町小桜町47番地 農政課 0771-68-0060
京丹波町　 622-0292 船井郡京丹波町蒲生八ッ谷62番地6 農林振興課 0771-82-3808

中　　丹 福知山市　 620-8501 福知山市字内記13番地の1 農業振興課 0773-24-7044
舞鶴市 625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 農林課 0773-66-1023
綾部市　 623-8501 綾部市若竹町8番地の1 農林課 0773-42-3280

丹　　後 宮津市 626-8501 宮津市字柳縄手345番地の１ 農林水産課 0772-22-2121
京丹後市　 629-2501 京丹後市大宮町口大野226番地 農政課 0772-69-0410
伊根町　　 626-0493 与謝郡伊根町字日出651番地 地域整備課 0772-32-0505
与謝野町　 629-2292 与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 農林課 0772-43-9023

相談窓口
京都府農地中間管理機構　(公益社団法人　京都府農業総合支援センタ－)
〒602-8054　京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町 104 の２　京都府庁西別館　TEL.075-417-6868

農地を売りたい方は
▶譲渡所得の特別控除が受けられます。
　●買入協議制の場合　1,500万円
　●上記以外の場合　　　800万円

▶適正な価格で契約出来ます !!
　※近傍類似価格等を参考にします。

▶土地代金は契約・登記後、速やかに確実に
　お支払いします。

農地を買いたい方は
▶低利の資金が優先的に借りられます。
　●農業経営基盤強化資金（スーパーL）
　●経営体育成強化資金

▶所有権移転登記に必要な登録免許税が
　15／1000から10／1000に軽減されます。

▶不動産取得税の1／3相当額が控除されます。

受け手
（担い手農業者）

機構 出し手
（地主）
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農地の売り買い（特例事業）
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京都府農地中間管理機構
ホームページ●http://www.agr-k.or.jp/~kyoto-j/farmbank/

公益社団法人　京都府農業総合支援センター 農地集積などの取組を一層推進するために設立した、京都府・
京都府農業総合支援センター・農業会議で構成する団体です。

京都府農業農村創生センター



機構は公的機関なので、安心して農地を貸し借りできます

農地中間管理事業のしくみ
農地中間管理事業とは……
　農地中間管理事業は、農地中間管理機構（機構）が出し手農家から農地を借り受け、
農業経営の効率化や規模拡大を進める担い手農家等へ貸し付ける制度です。

事業対象農用地　●農業振興地域内の農用地

農地を貸したい場合
「貸付希望農用地等の登録申請書」を市町村を通じてご提出く
ださい。
※申請書は、市町村担当窓口に準備しています。

申請書に記載された農地の状況、地番、面積、権利関係等につ
いて確認をさせていただきます。

確認が出来たものについては、借り入れる農地の候補として登
録。（登録期間：２年間）

借受希望者とのマッチング

借受希望者への貸し付けが見込まれる場合、機構が借受けます。
※契約の手続きについては、農業経営基盤強化促進法に基づく
　市町村の「農用地利用集積計画」の公告により借受けます。

農地を借りたい場合
機構が行う「借受希望者の募集」に応募いただくことが必要です。
募集は、通年行います。
※応募用紙は、市町村担当窓口に準備しています。　　　　　
　（機構のホームページからも入手できます。）
※市町村を通じて、又は機構に直接ご提出ください。

応募された方の氏名、応募内容を整理し、公表します。　　　
（応募は、取り下げるまで有効です。）

市町村、農業委員会等の協力をいただきながら、登録農地をご
紹介。

ご希望の農地が見つかったら、機構から貸付けます。
※契約の手続きについては、農地中間管理事業の推進に関する
　法律に基づく「農用地利用配分計画」の府の認可、公告によ
　り貸付けます。

①農地を借り受けます。
②担い手がまとまりある形で農地を利用で
　きるよう、配慮して貸し付けます。

貸付希望者
（出し手）

市町村

借受希望者
（受け手）

京都府農地中間管理機構

そろそろ農業を続けて
いくのが難しくなって
きた。息子も都会で働
いていて戻ってくれそ
うにないなぁ。

営農規模を
拡大したいな。

このままだと、田んぼ
や畑が荒れてしまう。
だれか代わって耕作し
てくれないかな。

分散した農地をまと
めて、効率よく営農
したいな。

市町村が機構から委託を
受けていますので、お近
くの市町村（農政担当課
か農業委員会）にお気軽
にご相談ください。

➡借受け ➡貸付け

⬅➡連携協
力

農政担当課

貸付希望登録申請の提出

▼

申請内容の確認

▼

借入候補農地として登録

▼

マッチング

▼

貸借契約の締結

借受希望者募集への応募

▼

氏名、応募内容の公表
▼

マッチング

▼

貸借契約の締結

機構が農用地を貸し付ける相手の要件や選定の考え方
要　件　①機構の借受希望者募集に応募した者であること。
　　　　②農業用機械や施設などの資本装備が適当な水準であること。　など
考え方　●地域農業の健全な発展に寄与し、将来の地域農業を任せ得ること
　　　　●既に効率的な農業を行っている方の経営に支障を及ぼさないこと
　　　　●規模拡大や農地の分散解消により効率的な経営に資すること
　　　　●新規参入をした者が効率的・安定的な農業経営を目指せること
　　　　●借入地の交換、集落営農に利用させる場合や隣接地などを優先
　　　　●借り受け希望の条件や京力農場プランの内容などを総合的に勘案
　　　　●研修農場での就農者などを優先

機構が借り入れる農用地等の基準
①農業振興地域内にある農地等であること　　　
②機構が公募する担い手の借り受け希望があること
③貸付希望農地の賃借料が適切であると判断されること
④事業により担い手の営農効率があがると認められること
⑤再生不能と判断される遊休農地などでないもの　　
　※借入期間は原則10年以上とします。ただし、５年以上も相談可能です。

地域の話し合い
「京力農場プラン」を作成（見直し）してみましょう

（地域集積協力金の交付要件）
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南　　丹 亀岡市　 621-8501 亀岡市安町野々神8番地 農林振興課 0771-25-5035
南丹市　 622-8651 南丹市園部町小桜町47番地 農政課 0771-68-0060
京丹波町　 622-0292 船井郡京丹波町蒲生八ッ谷62番地6 農林振興課 0771-82-3808

中　　丹 福知山市　 620-8501 福知山市字内記13番地の1 農業振興課 0773-24-7044
舞鶴市 625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 農林課 0773-66-1023
綾部市　 623-8501 綾部市若竹町8番地の1 農林課 0773-42-3280

丹　　後 宮津市 626-8501 宮津市字柳縄手345番地の１ 農林水産課 0772-22-2121
京丹後市　 629-2501 京丹後市大宮町口大野226番地 農政課 0772-69-0410
伊根町　　 626-0493 与謝郡伊根町字日出651番地 地域整備課 0772-32-0505
与謝野町　 629-2292 与謝郡与謝野町字岩滝1798番地1 農林課 0772-43-9023

相談窓口
京都府農地中間管理機構　(公益社団法人　京都府農業総合支援センタ－)
〒602-8054　京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町 104 の２　京都府庁西別館　TEL.075-417-6868

農地を売りたい方は
▶譲渡所得の特別控除が受けられます。
　●買入協議制の場合　1,500万円
　●上記以外の場合　　　800万円

▶適正な価格で契約出来ます !!
　※近傍類似価格等を参考にします。

▶土地代金は契約・登記後、速やかに確実に
　お支払いします。

農地を買いたい方は
▶低利の資金が優先的に借りられます。
　●農業経営基盤強化資金（スーパーL）
　●経営体育成強化資金

▶所有権移転登記に必要な登録免許税が
　15／1000から10／1000に軽減されます。

▶不動産取得税の1／3相当額が控除されます。

受け手
（担い手農業者）

機構 出し手
（地主）

拡大計画 拡大 定着

売渡し 買入れ

一
時
貸
付

売渡し

農地の売り買い（特例事業）

平成29年4月作成

京都府農地中間管理機構
ホームページ●http://www.agr-k.or.jp/~kyoto-j/farmbank/

公益社団法人　京都府農業総合支援センター 農地集積などの取組を一層推進するために設立した、京都府・
京都府農業総合支援センター・農業会議で構成する団体です。

京都府農業農村創生センター


