
農地等の情報 編
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北海道大樹町の農地等の情報
１ 農地等情報のポイント

○ （有）インカルシペ白樺において、農地の貸し出しを

大樹町の住まい等情報

農地等 有 P79
○ （有）インカルシ 白樺において、農地の貸し出しを

行っています。

２ 貸し付け農地の情報（（有）インカルシペ白樺）

雇用 －

住まい 有 P１

【受入れ要件】
○ （有）インカルシペ白樺で滞在されている方が対象です（本冊子１ページ）。
○ 農地の利用料は、要相談です。
【耕地面積】【耕地面積】
○ 畑地 50aが貸し出し可能です。
【支援内容】
○ 農機具等の貸し出し対応も可能です。
【その他】
○ 大樹町では馬鈴薯、てん菜、大根、小麦等が主な栽培作物です。

【連絡先】 （有）インカルシペ白樺
住所：北海道広尾郡大樹町字萠和１０６－１
TEL：０１５５８－６－３８２４
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新潟県関川村の農地等の情報
１ 農地等情報のポイント

○ 関川村で作られるコシヒカリは岩船米として親しま
関川村の住まい等情報

○ 関川村で作られるコシヒカリは岩船米として親しま
れています。

○ また､菌床しいたけの生産が盛んで､新潟県内最
大のしいたけ生産地です。

○ 関川村には、活用可能な耕作放棄地があります。

農地等 有 P80

雇用 － －

住まい 有 P20

（１）耕作放棄地等

【耕作放棄地等の面積】
○ 村内には、活用可能な農地（要整備）があります（水田 0ha、畑 55ha）。

耕作放棄地の再生前後対比

、 農 、

【支援内容】

○ 営農に必要な農地の斡旋、また､農機具については､下記連絡先に相談
してください。

【耕作放棄地に関する支援】【耕作放棄地に関する支援】
○ なお、 「耕作放棄地再生利用対策（国費）」を活用し、耕作放棄地を再生

し、営農を再開するまでの一連の取組を支援します。

【連絡先】
関川村担い手育成総合支援協議会（事務局：関川村農林観光課）
住所：新潟県岩船郡関川村大字下関９１２番地
TEL ：０２５４－６４－１４４７
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新潟県津南町の農地等の情報
１ 農地等情報のポイント

○ 農地60haを被災者の皆様へ提供します。 津南町の住まい等情報

○ 営農に必要な農地を津南町農業公社が斡旋し、最
大５年間無償で提供します。

○ ユリ、葉たばこ、人参、アスパラガスが主要農産物
です。

農地等 有 P81

雇用 － －

住まい 有 P22

２ 農地等の情報
（１）農地

提供農地周辺のユリの栽培状況（参考）

【受入要件】
○ 農業を主業として営み、主たる所得を農業から得ようする農業者でおおむね

50歳未満の方。
○ ３年以上の営農の継続意志のある農業者の方。
【耕地面積】

提供農地周辺の リの栽培状況（参考）

【耕地面積】
○ 畑 60ha ○ １区画あたり約１ha 
【支援内容】
○ インフラ整備状況

・農道あります。
・かんがい施設（パイプライン）あります。
ため池あります・ため池あります。

・出荷場あります。
○ 農機具等については津南町と相談してください。

【連絡先】【連絡先】
新潟県津南町役場地域振興課
住所：新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊５８５
TEL ：０２５－７６５－３１１５
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（２）耕作放棄地等

富山県南砺市の農地等の情報
１ 農地等情報のポイント

○南砺市は､良質な米の産地であるほか､干柿､里芋､
そば 赤かぶ リ プ球根など 特産品づくりに

南砺市の住まい等情報

農地等 有 P82
そば､赤かぶ､チューリップ球根などの特産品づくりに
取り組んでいます。

○ 南砺市では、活用可能な耕作放棄地があります。

農地等 有 P82

雇用 － －

住まい 有 P24

（１）耕作放棄地等

【受入要件】
○ ５年以上営農を継続して頂ける方○ ５年以上営農を継続して頂ける方。

【耕作放棄地等の面積】
○ 市内には、活用可能な農地（要整備）があります。（中山間地域が主）

水田 7.2ha、畑 6.7haがあります。

【支援内容】【支援内容】
○ インフラ整備状況

農道 ・かんがい施設（パイプライン）等は、場所によっては復旧の必要が
あります。

○ 農地の使用については、南砺市担い手育成総合支援協議会に相談して
ください。

【耕作放棄地に関する支援】
○ 「耕作放棄地再生利用対策（国費）」を活用し、耕作放棄地を再生し、営

農を再開するまでの一連の取組を定額で支援します。

【連絡先】
南砺市担い手育成総合支援協議会
住所：富山県南砺市城端１０４６
TEL ：０７６３－２３－２０１６
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福岡県八女市の農地等の情報

八女市の住まい等情報
１ 農地等情報のポイント

２ 農地等の情報

農地等 有 P83

雇用 － －

住まい 有 P43

○ 八女市では、活用可能な耕作放棄地があります。
○ 近くにＪＡ等の直売施設があります。
○ 国の補助金の活用が可能です。

２ 農地等の情報
（１）耕作放棄地等

【耕作放棄地等の面積】
○ 市内には、活用可能な農地（要整備）があります。

水田 2.9ha、畑 10.7haあります。

【支援内容】
○ インフラ整備状況

・農道あります。
・出荷場あります。

【耕作放棄地に関する支援】
○ 「耕作放棄地再生利用対策（国費）」を活用し、耕作放棄地を再生し、営農

を再開するまでの一連の取組を定額で支援します。なお、取り組まれる場合、
５年以上営農を継続していただく必要があります。

【連絡先】
八女市担い手育成総合支援協議会（八女市農業委員会事務局）

住所：福岡県八女市本町６４７
TEL ：０９４３－２３－２４０７
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佐賀県白石町の農地等の情報
１ 農地等情報のポイント

○ 干拓地（畑）２ha提供可能です。

白石町の住まい等情報

農地等 有 P84

○ パイプライン施設があります。
○ 干拓地の特産品は玉葱、麦等です。

２ 貸し付け農地の情報（佐賀セントラル牧場）

雇用 有 P76

住まい 有 P46

【受入れ要件】
○ 営農に意欲がある方（年齢は不問）
○ 農地の利用料については、年間14,000円／10ａです。農 ,
【耕地面積】
○ 福富干拓地（畑） ２ha（水稲作付不可）
【支援内容】
○ インフラ整備状況

・農道、パイプラインがあります。
・出荷場については、ＪＡや市場等が利用できます。出荷場については、ＪＡや市場等が利用できます。

○ 農機具等については佐賀セントラル牧場が貸出を致します。
（利用料は今後協議となります）

【白石町主要農産物】
大豆、たまねぎ、レンコン、麦、キャベツ、レタス、アスパラ、イチゴなど。

【連絡先】
佐賀県白石町役場 産業課

住所：佐賀県杵島郡白石町大字福田１２４７－１
TEL ：０９５２－８４－７１２１
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南三陸地域耕作放棄地対策協議会の被災者支援実証ほ場への支援
○避難所に身を寄せる被災者６名のうち、篤農家（Ｏさん）が中心となり、避難所近傍の耕作放棄地を再生

し、露地野菜を中心とした営農再開を発意
○６名には農業に不慣れな漁業従事者等も存在

○地元ＪＡ（耕作放棄地対策協議会に参画）がサポ トし ３年間被災者支援実証ほ場として運営し 避難

耕作放棄地の活用事例

予定地：南三陸町歌津（峰畑、管の浜）
面 積：90ａ ※２ヶ所に分散
農家戸数：6戸（篤農家（Ｏさん）が中心となり、避難所で知り合った被災者のグループ（非農家含む））支援の流れ（イメージ）

○耕作放棄地再生利用緊急対策交付金（実証ほ場として定額で支援）
耕作放棄地の再生（障害物除去、整地、土壌改良等）
営農に必要な水源確保（井戸の掘削）

○地元ＪＡ（耕作放棄地対策協議会に参画）がサポートし、３年間被災者支援実証ほ場として運営し、避難
者を元気づけるため生産した野菜を復興のシンボルとして収穫祭等の開催を計画

６戸の方の避難先営農に必要な水源確保（井戸の掘削）
機械のレンタル（トラクタ等）

○避難所の近くに耕作放棄
地があります。

○協議会が農地に再生して
作物が収穫できるまでを
実証します。

○万一、作物がうまくでき
なくても農作業の賃金は
皆さんにお支払いします
からご安心下さい。

○避難所の仲間た
ちと農業ができ
ないかな。

○耕作放棄地だし
農業に不慣れな
者もいるのでう
まく作物が出来
るか心配だな。

６戸の方の避難先
（仮設住宅も隣接）

からご安心下さい。

○おいしそう
な野菜が出
来ましたね。

○協議会が収
穫祭のお手
伝いをしま
しょう。

○なかなか良い野
菜が出来たぞ。
復興のシンボル
にしよう。

○収穫祭でも開催
して周りの皆を
元気づけたいな。 営農再開

るか心配だな。

農業に不慣れな被災者も含まれる
ため、営農再開に向け３年の実証ょ 。元気づけたいな。 ため、営農再開に向け３年の実証

○ 地元以外の農山漁村で農業に従事することを希望する被災者の営農再開を支援。
○ マッチングシステムの利用等により、活用できる耕作放棄地等に関する情報を提供。
○ 受入れ市町村の耕作放棄地対策協議会が、耕作放棄地を再生し、被災者が営農を再開するまでの一連の

取組を定額で支援。

耕作放棄地再生利用対策で被災者の農業経営の再開を支援！

②農地の②農地の
確保確保

受入れ先

農業経営再開
までの流れ

耕作放棄地再生利用対策

○耕作放棄地で営農を
再開したいんだけど
復旧から自力でやれ

①意向確認及び情報①意向確認及び情報
提供と調整提供と調整

移転先を探している
被災者

・市町村等が移転先

③避難先での営農再開を支援③避難先での営農再開を支援

被災農家Ａさんの場合 再生できたので
自営しよう。

受入れ先
の協議会
が土地所
有者と調
整し活用
可能な耕
作放棄地
を確保。

復 や
と言われてもなぁ。

○復旧期間中は収入
もないし。

○協議会が耕作放棄地
を再生します。

○再生作業にはＡさん
を雇用します。

について被災者の
意向を確認。

・マッチングシステム

により、受入れ施設
等について被災者
に情報提供。

・受入れ側と調整し、

移転先決定後に移
転

土づくり、営農定着
25,000円/10aを
交付します。

新しい土地なので、
すぐに自営は不安だな。

耕作放棄地
土づくり

再生作業

転。

既に地元以外に避難
中の被災者

・避難先の市町村の

協議会が被災者の
希望を聞き取り。

刈払、抜根、
耕起、整地等

まず、協議会が雇
用して、一定期間
農作業をすること
ができます。
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No. 都道府県 市町村 　施設名等 ページ数

１． 北海道 大樹町 （有）インカルシペ白樺 ・・・ 1

日方団地 ・・・ 2

２． 青森県 青森市 青森県土地改良事業団体旧職員宿舎 ・・・ 3

３． 青森県 弘前市 ペンション＆農家レストラン　ル･カルフール ・・・ 5

４． 宮城県 加美町 中新田交流センター ・・・ 6

農家民宿 おりざの森 ・・・ 7

ゆーらんど ・・・ 8

５． 山形県 飯豊町 空き家 ・・・ 9

６． 栃木県 茂木町 民間賃貸アパート ・・・ 11

民宿たばた ・・・ 12

７． 埼玉県 横瀬町 自然郷 東沢 ・・・ 13

８． 千葉県 銚子市 社宅・女子寮（（株）ヤマニンベン） ・・・ 14

９． 東京都 町田市 JA全国教育センター　錬成館 ・・・ 15

10． 長野県 飯山市 空き家 ・・・ 16

農林漁業体験民宿 農家民宿ベルフォーレかに沢 ・・・ 17

11． 長野県 木曽町 町営住宅 ・・・ 18

農林漁業体験民宿 ファームインのりえの家 ・・・ 19

12． 新潟県 関川村 旅館 山路、和らぎ荘 ・・・ 20

旧安角小学校、旧女川小学校、旧川北小学校 ・・・ 21

13． 新潟県 津南町 空き家 ・・・ 22

14． 富山県 南砺市 農林漁家民宿 いなくぼ ・・・ 24

農林漁家民宿 古井波、中の屋 ・・・ 25

農林漁家民宿 瑞峯、プチペンション ジョリーパーティー ・・・ 26

15． 石川県 能登町 能登森林組合連合会関係施設 ・・・ 27

16． 福井県 池田町 登録農林漁業体験民宿 ふれあいのやかた 大本渓流館 ・・・ 28

掲載内容一覧

住まいの情報編
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No. 都道府県 市町村 　施設名等 ページ数

17． 岐阜県 高山市 農家民宿みづの荘 ・・・ 29

18． 愛知県 東郷町 コンドウ農園 ・・・ 30

19． 三重県 度会町 いせしま森林組合従業員用宿舎 ・・・ 31

20． 京都府 京丹波町 京丹波森林組合関係施設（林業後継者住宅） ・・・ 32

21． 兵庫県 香美町 農林漁家民宿 庄屋 ・・・ 33

農林漁家民宿 えびすや ・・・ 34

コテージ美方高原 ・・・ 35

22． 和歌山県 田辺市 緑の雇用担い手住宅 ・・・ 36

23． 島根県 出雲市　 市営住宅等 ・・・ 37

24． 島根県 雲南市 空き家 ・・・ 38

25． 岡山県 高梁市 （有）濱農産 ・・・ 39

26． 広島県 北広島町 農家民宿　あるぺん屋 ・・・ 40

27． 香川県 高松市 一般宿泊施設（セカンドステージ） ・・・ 41

28． 愛媛県 内子町 新規就農者研修滞在施設 ・・・ 42

29． 福岡県 八女市 えがおの森（廃校舎） ・・・ 43

鶯西ふれあいセンター（廃校舎） ・・・ 44

四季彩館（農林水産業体験施設） ・・・ 45

30． 佐賀県 白石町 白石町有明公民館 ・・・ 46

白石町老人福祉センター ・・・ 47

白石町福富ゆうあい館 ・・・ 48

白石町営住之江住宅 ・・・ 49

空き部屋 ・・・ 50

31． 長崎県 壱岐市 繁屋　千賀荘 ・・・ 51

ペンションおとしま ・・・ 52

32． 熊本県 熊本市 熊本県営江津湖団地 ・・・ 53

熊本県東町団地 ・・・ 54

33． 大分県 日田市 日田市営桃山団地 ・・・ 55

日田市営刃連町団地 ・・・ 56

34． 宮崎県 高千穂町 空き家 ・・・ 57

35． 鹿児島県 鹿屋市 研修施設 ・・・ 59
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No. 都道府県 市町村 　施設名等 ページ数

１． 青森県 弘前市 （有）ゆめりんご ・・・ 60

つがる弘前農業協同組合 ・・・ 61

津軽みらい農業協同組合 ・・・ 62

２． 岩手県 北上市 （有）西部開発農産 ・・・ 63

３． 千葉県 銚子市 （株）ヤマニンベン ・・・ 64

松岡水産（株） ・・・ 65

４． 静岡県 焼津市 （株）大長増田商店 ・・・ 66

（株）カク長渡仲商店 ・・・ 67

５． 山梨県 笛吹市 （株）浅間園 ・・・ 68

６． 岐阜県 高山市 （有）ポテンシャル農業研究所 ・・・ 69

７． 島根県 出雲市 （農）出雲精茶 ・・・ 70

JAいずもアグリ開発（株） ・・・ 71

鐘推園芸 ・・・ 72

８． 島根県 浜田市 沖合底びき網漁業（山陰日本海） ・・・ 73

９． 島根県 松江市 松江八束森林組合 ・・・ 74

10． 岡山県 高梁市 （有）濱農産 ・・・ 75

11． 佐賀県 白石町 （有）佐賀セントラル牧場 ・・・ 76

（株）アグリ有明 ・・・ 77

（有）稲富ファーム ・・・ 78

No. 都道府県 市町村 　施設名等 ページ数

１． 北海道 大樹町 （有）インカルシペ白樺 所有農地 ・・・ 79

２． 新潟県 関川村 耕作放棄地等 ・・・ 80

３． 新潟県 津南町 農地 ・・・ 81

４． 富山県 南砺市 耕作放棄地等 ・・・ 82

５． 福岡県 八女市 耕作放棄地等 ・・・ 83

６． 佐賀県 白石町 佐賀セントラル牧場 所有農地 ・・・ 84

雇用の情報編

農地等の情報編
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都道府県 部署等 電話番号 内線

北海道 北海道農政部農業経営局農地調整課 011-231-4111 27-218

青森 青森県農林水産部構造政策課 017-722-1111 3390

岩手 岩手県農林水産部農業振興課 019-629-5643 直通

宮城 宮城県農林水産部農業振興課　 022-211-2835 直通

秋田 秋田県農林水産部農山村振興課　 018-860-1857 直通

山形 山形県農林水産部農山漁村計画課 023-630-2416 直通

福島 福島県農林水産部農村振興課　 024-521-7416 直通

茨城 茨城県農業会議 029-301-1236 直通

栃木 栃木県農政部経営技術課 028-623-2317 直通

群馬
群馬県農業会議
群馬県農政部農政課構造政策室

027-280-6171
027-226-3022

直通
直通

埼玉
埼玉県農業会議
埼玉県農林部農業ビジネス支援課

048-829-3481
048-830-4033

直通
直通

千葉 千葉県農林水産部農村環境整備課 043-223-2862 直通

東京 東京都農林水産部農業振興課 03-5320-4814 直通

神奈川 神奈川県環境農政局農政部農政課農地利用調整グループ 045-210-4436 直通

新潟 新潟県農林水産部地域農政推進課 025-285-5511 2910

富山 富山県農林水産部農村振興課 076-431-4111 3965

石川 （財）いしかわ農業人材機構 076-225-7621 直通

福井 福井県農林水産部農林水産振興課 0776-21-1111 3018

山梨 山梨県農政部農村振興課 055-223-1597 直通

長野 長野県農政部農村振興課 026-232-0111 3116

岐阜 岐阜県農業会議（岐阜県耕作放棄地対策協議会） 058-268-2527 直通

静岡 静岡県経済産業部農林業局農業振興課 054-221-3298 直通

農地等の利用についてのお問い合わせ先一覧表

　全国の各都道府県において、利用可能な農地等の情報を提供しています。詳細は下
記の連絡先にお問い合わせください。
　なお、下記の連絡先のほかに、全国農業会議所（Tel：03-6910-1123）において、全国
の農地等の情報を提供しています。
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都道府県 部署等 電話番号 内線

愛知 愛知県農林水産部農業振興課利用集積・流動化グループ 052-954-6404 直通

三重 三重県農水商工部農業経営室経営体支援グループ 059-224-2354 直通

滋賀 滋賀県農政水産部農政課 077-528-3815 3815

京都 京都府農業会議 075-441-3660 直通

大阪 大阪府環境農林水産部農政室整備課計画指導グループ 06-6941-0351 2775

兵庫 兵庫県農業会議 078-391-1221

奈良 奈良県農林部担い手・農地活用対策課 0742-22-1101 4025

和歌山 和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課 073-432-4111 2931

鳥取 鳥取県農林水産部経営支援課 0857-26-7685 直通

島根
島根県農業会議
島根県農林水産部農業経営課

0852-22-4471
0852-22-6417

直通

岡山 岡山県農林水産部農村振興課 086-226-7439 直通

広島 広島県土地改良事業団体連合会総務部地域支援課 082-502-7476 直通

山口 山口県農林水産部農業経営課
山口県土地改良事業団体連合会事業部地域支援課

083-933-3350
083-933-0035

直通

徳島 徳島県農林水産部農地計画課 088-621-2389 直通

香川 香川県農政水産部農業経営課担い手グループ 087-832-3408 直通

愛媛 愛媛県農林水産部農産園芸課担い手対策推進室 089-941-2111 2552

高知 高知県農業振興部農業農村支援課 088-821-4512 直通

福岡 福岡県農林水産部農山漁村振興課 092-651-1111 3861

佐賀 佐賀県耕作放棄地対策協議会（事務局：農業会議） 0952-23-7057 直通

長崎 長崎県農林部農地利活用推進室 095-895-2974 直通

熊本 熊本県農林水産部農地・農業振興課 096-333-2376 直通

大分 大分県農林水産部農地農振室農政班 097-506-3544 直通

宮崎 宮崎県農政水産部地域農業推進課 0985-26-7124 直通

鹿児島 鹿児島県農政部経営技術課 099-286-2111 3160

沖縄 沖縄県農林水産部村づくり計画課 098-866-2263 直通
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