
再生可能エネルギーでむらを元気に 
 

あ 

（テイクエナジーコーポレーション・熊本県上益城郡山都町水増集落）  
 

１ 概要 
 ・ 中山間地で主産業は農業。（町内にある棚田は「日本の棚田百選」に選ばれている。） 
 ・ 高齢化と少子化により若い担い手が少なく、集落の存続が危ぶまれている。(集落：10世帯19人) 
 ・ 集落の住民が共同で管理していた土地（地目：原野）を有効利用するため、熊本県が行ったメガ 
  ソーラー候補地の募集へ登録。14社あった応募者の中から唯一、地域再生の提案を行ったテイクエ 
  ナジーコーポレーション（株）の誘致を集落側が主体的に決定。 
  

 ＜発電設備＞太陽光発電（名称：水増ソーラーパーク） 
       設置面積 ：3.4ha 
       発電出力 ：2,000kW 
       発電電力量：250万kWh/年（見込） 
 

（位置図） 

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
 ・ 地域にある資源（遊休地）を活用して、地域が主体的に再生可能エネルギー発電設備を導入。 
 ・ 再生可能エネルギー発電のメリットとして、年間約500万円の借地料に加え、売電収入の約５％ 
  の500万円／年が地域に還元。これを原資に「日本の棚田百選」にも選ばれている棚田米のブラン 
  ド化や加工品の開発を行うとともに、ソーラーパネルの管理組合のスタッフを地元で雇用（常勤 
  １名、非常勤18名）し、地域の活性化を図っている。 
 

３ 今後の展開方向 
 ・ メガソーラーを拠点として、集落住民と発電事業者が協力して遊歩道整備や自然公園などを整 
  備。空屋を利用した宿泊施設や農村カフェを運営し雇用を創出していく。 
 ・ 再生可能エネルギーを活用した取組により、子どもたちが帰ってくる集落となり、農村集落の 
  再生モデルとなることを目指す。 
 ・ 売電期間終了後は、発電施設を集落に譲渡し、地産地消エネルギーとして活用予定。  
 ・ 再生可能エネルギーを活用した農村集落の再生モデルとなることを期待。 

（発電施設の様子） 

（住民主体による 
 話し合い） 

（熊本県） 

みずまさり 

かみましきぐんやまとちょうみずまさりしゅうらく 

再エネ 
雇用創出 

（熊本県①） 
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農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化 
（熊本県農業公社・熊本県全域）  

１ 概要 
 

 ・ 熊本県においては、担い手への農地利用の集積・集約化を進めるツールである農地中間管理機構
を、本年３月５日設立。 

 ・ 今後、10年間で、機構を活用して、約22,000haの農地を担い手に集積・集約化（担い手への集積
率55%→80%）をすることを目標として設定。 

 

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
 

 ・ 熊本県では、担い手への農地集積を推進するため、熊本県「ふるさと・農地未来づくり運動」推
進本部を設置し、市町村等の関係機関の総力を結集する体制を整備。 

   推進本部の本部長は知事が務め、知事自ら新聞やラジオなどを利用して「知事に農地を預けてい
ただきたい」と呼びかけるなど、知事の強力なリーダーシップの下、本活動を推進。 

 ・ 徹底した話合い活動を行う農地集積重点地区を64地区指定。 
   話合い活動のコーディネートや農地のマッチング等の現場で実際に活動する人員を約40名配置。 
   農地集積を行うための事業費として、国庫補助事業を活用するほか、県単予算も措置。 
  ・ 重点地区における農地中間管理機構を活用した地域の動きとして、 
   ① 100haを超える規模の大規模生産法人を設立し、効率的な生産体制を作る取組 
   ② 基盤整備事業の受益地内のほとんどの農地を機構が借り受け、担い手にまとまった農地を貸

し付け、担い手への集積・集約化を図る取組 
   ③ 高齢化の進む果樹農家の農地を参入企業が活用する取組 
  などが進行している。 
  

３ 今後の展開方向 
 

    ・ 人・農地プランの作成・見直しの推進による出し手の農地の掘り起こし、公募した借り手（担
い手や新規参入希望者）のニーズへの対応を着実に進める。 

 ・ 機構の事業と基盤整備（簡易整備を含む）の連携の強化を図る。 

（農地集積専門員活動の様子） 

（基盤整備後の借受農地のｲﾒｰｼﾞ） 

（位置図） 

農地集積 （熊本県②） 
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集落営農の大規模法人化で農地集積 
（農業生産法人 ネットワーク大津株式会社・熊本県大津町）  

１ 概要 
  

 ・ 大津町では、昭和５０年代の基盤整備とカントリーエレベーター（CE）建設に加え、町単独でも集落毎に
高性能機械の導入支援を行うことで営農組織の組織化を図り、早くから効率的な水田営農体制が整備さ
れてきた。 

     しかしながら、近年の高齢化による担い手不足等により、各組織のオペレーター確保にも支障を来す
ようになり、地域農業の先行きのみならず、集落機能の維持も危ぶまれていた。 

   

    ・  この課題解決にむけ、大津町内１６の集落営農組織のうち１２を再編・統合し、「ネットワーク大津（株）」
を平成２５年７月５日に設立。 

      
 
 

２ 攻めの農林水産業を踏まえた取組の特徴 
  

 ・ ２９７ｈａ（利用権：152.5ha、特定農作業受託：144.5ha）に及ぶ経営面積は熊本県内最大であり、スケー
ルメリットを生かした、より効率的な営農体制を構築することで、生産体制の強化・再構築を目指している。 

  

  ・  既に、集落の枠を超えた農業用機械の効率運用により、収穫日数短縮などの成果が現れているほか、
集落を越えたブロックローテーションを実現。 

  

 ・ 若手２名を新たに雇用し、オペレータの確保・育成を図っている。 

３ 今後の展開方向 
  

  ・ 水稲直播栽培の導入等により、更なる米の生産コスト削減を図る。 
   

 ・ 生産する農産物のブランド化や地場産品を含めた農産物の加工・販売による高付加価値化等により、
農業・農村の所得増や雇用の場の確保に取り組むほか、地域と連携した食農教育による農業の応援団
づくりにも取り組む。 

  

  ・ 熊本県では、「最少の担い手で最大の面積をカバー」できる生産体制の構築を目指し、ＣＥを
核とした広域農場のモデル育成を図っており、大津町を含むエリアを「低コストパイロット地
区」に指定し、農地中間管理機構（農地集積バンク）の機能を最大限活用して農地集積を進め、更なる
コスト削減を図るほか、技術面の支援や農業機械の導入助成等を行うことにより、多様なニーズに対
応した生産・販売を振興。 

（再編・統合の様子） 

（ＣＥの外観） 

おおづ 

土地利用型 
農地集積 

大規模・低コスト 
（熊本県③） 

（位置図） 
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