
農地の利用・農園整備関係 

農地を利用して農作業したい場合、どのようにすればよいでしょう
か。 

高 障 

① 利用料を支払って農地を利用する場合 

利用料金 

各種サービス 

 体験農園など※に利用料を支払って農作業をする形態です。気軽に
農作業にチャレンジするのに適しています。 

 利用料金や農作物の扱い、サービスについては、それぞれの農園に
よって異なりますので、利用を検討している農園にお問い合わせください。 

１ 

相談/情報 規制 

【お問い合わせ先】 

（答） 農地で農作業をするには、大きく分けて以下の２つの方式が 
   あります。なお、①、②以外の方法でも農作業に取り組む方法 
   もありますので、お近くの市町村農業担当部局にご相談ください。 
 

市町村、農業委員会、利用を考えている農園 

「体験農園など」とは、開設者に対して利用料金を支払って農作業を
する農園のことで、国内では、ふれあい農園、レジャー農園、観光農
園などと呼ばれています。 

【※補足メモ】 

体験農園 障害者施設、介護施設の利用者 
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高 障 

② 農地の所有者から賃貸借契約を結んで借り受ける、又は購入して 
  所有する場合 

 農地の所有者と賃貸借契約を結び、利用主体自らが、農地を借り受け
て農作物の生産を行う形態です。 

 収穫物の販売等の自由度が増しますが、利用主体は農作物の日常の
世話を自ら行うなど、農地を適切に管理して頂く必要があります。契約に
先立ち、農業委員会の許可が必要になります。 

 また、利用主体による農地の所有については、非営利の福祉活動目的
であれば可能な場合もありますが、必要な要件や具体的な手続きについ
ては農地がある市町村の農業委員会へお問い合わせください。 
 

補助 

相談/情報 規制 

  

【お問い合わせ先】 

市町村、農業委員会、利用を考えている農園 

借料 

土地を利用する権利 

【補足メモ】 

「農業委員会」とは、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地
転用案件への意見具申などを中心に農地に関する事務を執行する
行政委員会として、各市町村に設置されています。 
 農業者の代表などからなる農業委員の話し合いで運営されていま
す。 

所有者 障害者施設、介護施設 

農地の利用・農園整備関係 

2 



福祉目的で利用可能な農地はどのようにすれば見つけられます
か。 

２ 補助 

相談/情報 
規制 

【お問い合わせ先】 

高 障 

市町村、農業委員会 

（参考情報） 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/nougyou/simin_noen/index.html 

農林水産省HP「市民農園をはじめませんか」 

（答） 体験農園などの施設を利用する場合と、農地の所有者から直 
   接農地を借り受ける（又は購入する）場合とで異なりますので、 
   以下の①、②を参考にしてください。     

② 農地の賃貸借や所有をお考えの場合 

① 体験農園などの利用をお考えの場合 

 農業委員会の許可が必要となりますので、農地がある市町村の農業委
員会や農業担当係へご相談ください。 

 既に開設している農園の情報などについて、お住まいの市町村の農業
担当係へご相談ください。 

 相談する前に以下のようなことを整理しておきましょう（一例）  

 ・どの程度農作業を行うのか？（年に数回だけ、週に数日など） 

 ・どの地域を希望するのか？（農地までの移動距離や環境など） 

 ・駐車場や更衣室は必要か？ 

農地情報提供システム（全国農業会議所） 
http://agri.nca.or.jp/ 

 ・どのようなサービスを希望するか？（農地だけ、栽培指導も必要など） 

農地の利用・農園整備関係 
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http://www.maff.go.jp/j/nousin/nougyou/simin_noen/index.html
http://agri.nca.or.jp/


福祉目的で農園を整備する場合に、利用可能な事業はあります
か。 

３ 

補助 

相談/情報 

規制 

【お問い合わせ先】 

高 障 

農林水産省農村振興局都市農村交流課 

（答） 高齢者の健康づくりを目的とした「高齢者生きがい農園」及び農 
    作業を通じた園芸療法により高齢者の介護を目的とした「リハビリ 
    農園」（デイサービス施設に併設する農園）の整備に要する経費 
        の一部を助成する事業があります。 
            また、障害者の就労訓練及び雇用を目的とした農園の整備に 
    要する経費の一部を助成します。 

【高齢者生きがい農園】 【障害者の雇用を目的とした農業施設】 

農地の利用・農園整備関係 

○ 都市農村共生・対流総合対策交付金 
○「農」のある暮らしづくり交付金 

4 

対策名 内容 補助率 実施主体 

都市農村共生・対流総
合対策交付金 

農山漁村の持つ豊かな
自然や「食」を観光、教
育、健康等に活用する地
域の手作り活動を総合
的に支援 

ソフト事業 

定額（１地区当たり上限
８００万円） 
ハード事業 

１／２等（１地区当たり上
限２０００万円、但し福祉
関連施設は上限なし） 
 

地域協議会、農業法人、
ＮＰＯ、社会福祉法人 
等 
 

「農」のある暮らしづくり
交付金 
 

都市及びその近接地域
において、「農」を楽しめ
る暮らしづくりに必要な
農園等の整備に対する
支援 
 

ソフト事業 

定額（１地区当たり上限
４００万円） 
ハード事業 
１／２以内 
 

民間団体、ＮＰＯ、市町
村、社会福祉法人 等 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/toshi_noson/index.html 
 農林水産省HP  「農」のある暮らしづくり交付金 

農林水産省HP  都市農村共生・対流総合対策交付金 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/nougyou/nouaru_kurashi/index.html 
 

※この他にも、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の 
 利用が可能な場合もありますのでお問い合わせ下さい。 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/toshi_noson/index.html
http://www.maff.go.jp/j/nousin/nougyou/nouaru_kurashi/index.html


【お問い合わせ先】 

高 障 

農林水産省農村振興局農村計画課 

○ 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 

対策名 内容 補助率 実施主体 

耕作放棄地再生利
用緊急対策交付金 

農業体験施設（市民
農園・教育ファーム）
の整備に対する支
援 

１／２等 地域協議会、法人
（ＮＰＯ、社会福祉法
人 など） 等 

    なお、荒廃した耕作放棄地（荒廃農地）の再生を図ることを目的
とし、再生後の農地 を農業体験施設（市民農園、教育ファーム）と
して整備する場合の 経費の一部を助成する事業もあります。 

農林水産省HP「耕作放棄地対策の推進」 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/index.html 
 

補助 

【福祉農園での農作業風景】 

農地の利用・農園整備関係 

【再生作業】 
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【お問い合わせ先】 

高 

厚生労働省老健局振興課（高齢者生きがい活動促進事業） 
厚生労働省老健局高齢者支援課（ 地域支え合いセンター整備事業） 

○高齢者生きがい活動促進事業 

対策名 内容 補助率 実施主体 

高齢者生きがい活動
促進事業 

高齢者の生きがいや健康づくり
にもつながり、同時に介護予防
や生活支援のサービス基盤とな
る高齢者による有償ボランティア
に関するモデル的な活動の立ち
上げを支援 
 
(有償ボランティア活動例) 

高齢者への配食サービス用農産物等
の生産活動 
 

１か所あたり 
１，０００千円 
 
定額補助 

各都道府県で
１ヶ所程度 

市町村 

    また、農地の利用について、高齢者の生きがいや健康づくりにも
つながり、同時に介護予防や生活支援のサービス基盤となる高齢
者による有償ボランティア活動のモデル的な活動について、その立
ち上げ費用を補助する事業もあります。 

 
    なお、当該事業を実施するにあたり、別途活動拠点の整備が必   
   要な場合には、その経費の一部を助成する事業があります。 
 
 
 

補助 農地の利用・農園整備関係 
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○地域支え合いセンター整備事業 

対策名 内容 補助率 実施主体 

地域支え合いセン
ター整備事業 

（地域介護・福祉空間
整備等施設整備交付
金） 

高齢者の生きがい活動や地域貢
献等を目的としたNPO法人など

の非営利組織の活動拠点となる
「地域支え合いセンター」のモデ
ル的な整備をするために交付金
を交付 

〈創設〉 
１か所あたり 
３，０００万円 
〈改修〉 
１か所あたり 
  ６５０万円 
 

市町村 



福祉目的の農園整備に関する助成を受けたいのですが、どのよう
に申請すればよいですか。 

４ 

補助 相談/情報 
規制 

【お問い合わせ先】 

高 障 

農林水産省農村振興局都市農村交流課 

（答） 高齢者の介護や健康づくり、障害者の就労を目的とした農園の 
   整備のため「「農」のある暮らしづくり交付金」「都市農村共生・対 
   流総合対策交付金」を活用する際には、毎年３月頃に公募を行い   
   ますので、公募要領に基づき、お住まいの地域を管轄する地方農 
   政局等（北海道の方は農林水産省、沖縄県の方は内閣府沖縄総 
   合事務局）に、提案書を提出してください。 
      なお、その後、採択のお知らせをした後に、事業計画の承認 
    申請及び交付金の交付申請の手続きを経て交付決定を受け事 
    業に着手することとなります。（以下フロー図参照） 

 詳細については、地方農政局等のホームページに掲載していますのでご覧ください。 

農林水産省 
（地方農政局等） 

申  請  者 

提案書作成 

公募開始 

公募締め切り 

公募結果発表 

事業計画書作成 
交付申請書作成 

事業計画の承認 
交付金の交付決定 

事業実施 

助言指導 

採択通知 

交付決定通知 

提出 

提出 

インターネットで周知 

審査 

審査 

前
年
度 

事
業
実
施
年
度 

農地の利用・農園整備関係 
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http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/toshi_noson/index.html 
 農林水産省HP  「農」のある暮らしづくり交付金 

農林水産省HP  都市農村共生・対流総合対策交付金 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/nougyou/nouaru_kurashi/index.html 
 

事業計画承認通知 

http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/toshi_noson/index.html
http://www.maff.go.jp/j/nousin/nougyou/nouaru_kurashi/index.html


農作業に使った農機具や、汚れた手足を洗うための洗い場などの
施設を設置するための助成はありますか。 

５ 補助 

相談/情報 

規制 

【お問い合わせ先】 

高 障 

農林水産省農村振興局都市農村交流課 

（答） 高齢者の介護や健康づくり、障害者の就労訓練及び雇用を目  
  的とした 農園の整備を行う場合、施設整備に要する経費の一部を  
  助成する事業があります。 

補助 

○助成対象の例 

【洗い場】 【トイレ】 【駐車場】 【資材置場】 

農地の利用・農園整備関係 

対策名 内容 補助率 実施主体 

都市農村共生・対流総
合対策交付金 

農山漁村の持つ豊かな
自然や「食」を観光、教
育、健康等に活用する地
域の手作り活動を総合
的に支援 

ソフト事業 

定額（１地区当たり上限
８００万円） 
ハード事業 

１／２等（１地区当たり上
限２０００万円、但し福祉
関連施設は上限なし） 
 

地域協議会、農業法人、
ＮＰＯ、社会福祉法人 
等 
 

「農」のある暮らしづくり
交付金 
 

都市及びその近接地域
において、「農」を楽しめ
る暮らしづくりに必要な
農園等の整備に対する
支援 
 

ソフト事業 

定額（１地区当たり上限
４００万円） 
ハード事業 
１／２以内 
 

民間団体、ＮＰＯ、市町
村、社会福祉法人 等 

○ 都市農村共生・対流総合対策交付金 
○「農」のある暮らしづくり交付金 

8 



農地の利用・農園整備関係 

農作業の指導をお願いしたいのですが、誰に頼めばよいですか。 
補助 

相談/情報 

規制 

【お問い合わせ先】 

（答） これまで開設している農業体験農園は、開設者自らが利用者 
   に対して講習会を開催したり農作業の指導に当たることが一般 
   的です。 
    その他、農地の所有者や農業に関する知識・技術・経験が豊 
   富な農村高齢者など近隣の農業経験者に依頼するか、市 町村 
  の農業担当部局や農業の専門技術者が配属されている都道府 
  県の普及指導センターへお尋ねください。 

市町村、利用を考えている農園など 

 ・どの程度農作業を行うのか？（年に数回だけ、週に数日など） 

 ・どのような方を対象とした指導なのか？（障害の種類や人数など） 

 ・どこで農作業を実施するのか？（体験農園や福祉施設） 

 相談する前に以下のようなことを整理しておきましょう  

（参考情報） 

「都道府県別普及指導センター」 
（（一社）全国農業改良普及支援協会） 
http://www.jadea.org/link/center.html 
 

 ・日常の管理はどこまで行うことが可能か？ 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/index.html 
 

農林水産省HP「農作業安全対策」 

農作業中の熱中症予防や農作業事故の防止など、安全対策につい
て、注意するべきことを以下のホームページにまとめていますので、
ご参照ください。 

【補足メモ】 

６ 

高 障 
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http://www.jadea.org/link/center.html
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農地の利用・農園整備関係 
補助 

規制 

高 

10 

コラム  「農作業と健康の関係について」  

市民農園等での農作業の効果について、高齢者を対象にアンケート調査を実施し
た結果、農作業をしている者は農作業をしていない者に比べ、以下をはじめとした
項目で有意な結果が得られた。 
 

➣ 「生きがい（喜びや楽しみ）」を感じている人が多い 
➣ 「近所とのつながり」が強い人が多い 
➣ 「友人・仲間」が多い 
➣ 「農作業は継続しやすい」と考えている人が多い 

 
（アンケート調査の概要） 
・調査対象者：全国の60歳～69歳の男女 
・回収数：市民農園や家庭菜園等の農作業実践者500人、非実践者500人 

Q：あなたは、ふだん親しくしている友人・仲間をどの程度持っていますか。 

平成24年農林水産省委託調査「農作業と健康についてのエビデンス把握手法等調査報告書」 

http://www.maff.go.jp/j/study/syoku_vision/kenko/index.html 
 

農作業非実践者 
(N=500) 

農作業実践者 
(N=500) 

6.2  

10.2  

42.6  

47.6  

40.8  

34.6  

10.4  

7.6  

沢山もっている 普通 少しもっている 友人・仲間は持っていない 

農作業非実践者 
(N=500) 

農作業実践者 
(N=500) 

7.0  

36.0  

30.6  

50.2  

46.8  

12.0  

15.6  

1.8  

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない 

Q：農作業は他の運動（スポーツやウォーキング等）と比較して、続けやすいと思いますか。 

（単位：％） 

（単位：％） 

http://www.maff.go.jp/j/study/syoku_vision/kenko/index.html

