
福岡県農地中間管理機構
金子 久利 さん

「何か（問い合わせ）あったら、すぐ動く」の思いを胸に、金子さんは、今日も地域で農家
の皆さんの相談役として活動されています。
金子さんのこれからの益々のご活躍をお祈り申し上げます！

今後の展望

推進にあたっては、築上町の農業振興連絡協議会への主旨説明や同意の取り付け、関係機
関との調整、役場への必要書類の作成依頼を行うなか、同時に、機構への農地集積に向けた
地元説明や法人の設立に向けた協議や手続きなど地域への丁寧な対応が必要でした。
特に、未相続農地の調整については、地権者と組合員の関係について、組合長や理事等の
情報を頼りに関係者の特定を行い、金子さん自らが関係者宅で直接説明を行う場面もあった
ようです。
こうした活動の結果、提案した７つの組織すべてで農地中間管理事業に取り組むこととな

りましたが、この活動がきっかけとなって、地域推進員のもとには組合経営の相談はもとよ
り、農地情報や地権者の動向などがいち早く寄せられるようになったそうです。
また、７法人のうち１法人は全ての農地が機構を通じた転貸となり、賃料振替手続きの省

略により事務の軽減が図られ、会計担当から喜ばれています。

「農地情報等がいち早く寄せられるように」 －地域の相談役

金子さんは、ＪＡ福岡京築を退職された平
成27年６月から、機構の地域推進員として
活動されています。
ＪＡ在職時には、営農指導員として築上町
椎田地区の任意組織設立に関わった経緯もあ
り、任意組織の今後を考えると組織の経営の
安定が地域の農業振興に繋がるとの思いか
ら、就任直後より農地中間管理事業の活用に
ついて、すでに法人化を果たしていた６法人
と、１任意組織には法人化も併せて提案しま
した。

（公社）福岡県農業振興推進機構（福岡県農地中間管理機構）の地域推進員『金子 久利』
さんに、福岡県京築地区で取り組んでいる農地中間管理事業の展開についてお話を伺いまし
た！

金子さんの活動

↑ 打ち合わせの風景

↑ キーパーソン 金子さん



佐賀県農地中間管理機構
植松 幹雄 さん

佐賀県では、今後も集落営農組織の法人化が進められ、これに合わせて機構の利用も行われ
ることとなります。植松さんは、現在、３つの組織を法人化するための動きにおいて、機構利
用の具体的な調整を行っているとのこと。
植松さんのこれからの益々のご活躍をお祈り申し上げます！

今後の展望

「機構事業を推進するためには市町や農業委員会との連携が重要」という植松さん。しか
し、市町や農業委員会ごとに農地中間管理事業に対する理解や活用方針に温度差があったと
のこと。「当初は雑談だけということもあったが、市町や農業委員会を何度も訪問して
『顔』を覚えてもらった」ことからスタートしたそうです。その結果、現在では信頼関係を
構築し、集落営農組織の法人化の際には機構利用が１つの形になっています。
このほか、樹園地などでの機構利用も増えてきていますが、このような地域では、「直接

農家に出向いて調整を行う市の推進員と連携して、個別にきめ細かな対応を行うことが重
要」という考えにより、植松さんの活動の場は、平場から中山間地域まで広範囲になってい
ます。
また、法人と法人、法人と個人による農地の交換も徐々に始まっています。植松さんは、
「農地集積・集約化の実現には多くの時間が必要であり、それぞれの地域の状況を踏まえ、
丁寧に対応することが何よりも大事」と話しています。

「何度も訪問して『顔』を覚えてもらう」 ― 信頼関係を構築

佐賀県では、集落営農組織の法人化を推進しており、それ
ぞれの集落営農組織の法人化のタイミングで機構利用を促し
ています。ＪＡ支所の管轄区域やカントリーエレベーターの
受益区域を活動範囲とする集落営農法人の場合、機構からの
配分面積は、大きな法人では約280ヘクタールにもなります。
法人が機構を利用することで賃料の支払先は機構だけとなり、
集落営農法人の事務が軽減されることは、大きなメリットと
なっています。
植松さんは、ＪＡさが（営農指導員）を退職後の平成27
年度から機構の地区別推進専門員として、主に県西部地域
（県下を５地域に区分した２地域）において推進されていま
す。
この結果、これまでに取り組んだ集落営農組織の法人化に
合わせた機構利用に結び付いたのは、11法人で、農地の配
分面積は約617ヘクタールにのぼり、佐賀県機構が配分した
全農地の22パーセントを占めています（Ｈ30.10.1時点）。

（公社）佐賀県農業公社（佐賀県農地中間管理機構）の地区別推進
専門員『植松 幹雄』さんに、佐賀県で取り組んでいる農地中間管理事
業の展開についてお話を伺いました！

植松さんの活動

↑ 白石町の風景

↑ 白石町の風景（全景）

↑ キーパーソン
植松さん



長崎県 県北振興局
山本 康行 さん、川上 英博 さん

「今後、より広域的に推進等を行うには、農業委員や農地利用最適化推進委員等、地域の事
情に精通した方のサポートがあれば心強い」とお話しされていました。
山本さん、川上さんからお話しを聞いていると、本当に地域をどうにかして良くしていこう
という熱意がひしひしと感じられ、今後は関係者や地域を巻き込んだ推進活動とアフターケア
により地域の農地集積、活性化が図られていくと思います。
山本さん、川上さんのこれからの益々のご活躍をお祈り申し上げます！

今後の展望

山本さんと川上さんは、農地中間管理機構の認知度を高めるために、地域の土地改良区、
集落営農推進集落、鳥獣害対策重点集落、日本型直接支払制度取組み組織（多面、中山間、
環直）、生産組合（茶、かんきつ、野菜、畜産、花き、水稲）、生活研究グループ、JA営農
座談会及びハード事業予定地区（基盤整備、ため池および耕作放棄地解消等）等のさまざま
な農業者の集まりに出向いては、農地中間管理機構について幅広い周知を図ってこられまし
た。（県北振興局管内441集落のうち少なくとも半数以上にアプローチ）
特に農家の奥さんが中心メンバーとなっている生活研究グループでの話し合いでは、農地
中間管理機構の活用が一家の安心に繋がるという「お芝居」を作り、お披露目をすることに
より、身近な話題の中から農地中間管理機構の周知を行われたそうです。

山本さん、川上さんの取組

県北地域は中山間地や多くの離島・半島から
なり、水稲、肉用牛、みかん、野菜、花き、茶、
葉たばこを組み合わせた複合経営が多く、中で
も西海みかんはブランド化され農家の所得向上
に大きく寄与しています。
長崎県では、これまでも、農地中間管理事業
を活用した農地の集積を進めていますが、特に
県北地域では農業者の高齢化や担い手不足など
が深刻化するなか、農業振興はもちろんのこと
総合的な地域振興策を行う必要があると考え、
振興局が中心となり、地域へ積極的にアプロー
チを行い話し合いを進めてきました。

長崎県 県北振興局 農林部 南部地域普及課の『山本 康行』さん、農業企画課『川上 英博』
さんに、「地域の未来予想図」の実現に向け、農地中間管理事業活動についてお話を伺いまし
た！

長崎県の取組

↑ キーパーソン 山本さん（左）、川上さん

↑ 話合いの様子 ↑お芝居の様子



熊本県農地中間管理機構
津留 尚三 さん 荒木 秀孝 さん 松原 崇 さん

耕作条件の悪い農地は敬遠するなど、担い手は農地を選択する。現在、農地集約化を進め
る上で最大の課題である「貸借契約の借賃格差」を地域の標準的な賃料まで均衡化を図るこ
とと併せて、貸借契約更新時には担い手間の農地の交換を提案しているとのこと。
津留さん、荒木さん、松原さんのこれからの益々のご活躍をお祈り申し上げます！

今後の展望

阿蘇地域は、ほ場整備済みの地域（阿蘇谷と南郷谷の一部）と耕作条件が悪く鳥獣被害も
多い中山間地域に区分されます。農地集積は、重点地区等を中心に活動が行われます。高齢
化や担い手不足への対応は、集積の受け皿組織を作る必要があり、①営農組織の法人化、②
法人設立の二通りで推進。平成27年に４法人が設立されたことを皮切りに、これまでに８法
人が設立。現在、６組織等で、法人化や集積に向けた話し合いが展開。皆さんは、法人化に
向けた土台づくりから集積の実現（権利設定）までに、30回以上の話合いに参加して合意形
成を図ることも度々とのこと。
「小範囲での話合いは進め易いが、将来の高齢化なども念頭に、広域化（旧学校区、ＪＡ

支所単位）などの検討が必要」と津留さん。一方、「ほ場整備未実施で小規模な農地も多く、
規模拡大希望の受け手が少なかったり、集積より施設園芸を重視したりする場合もあり、農
地（集落）の維持・存続に対する危機感が薄いところもある」とのこと。このような場合は、
航空写真や地図を活用して農地の利用状況を見える化し、組織化（法人化）を促すとともに、
県地域振興局の普及指導員等と連携して組織運営の支援も行っているとのこと。

「土台づくりから」 ― きめ細かな活動の推進

熊本県では、農地集積加速化支援事業（県単：24年度～）を実施
し、現地コーディネータ―（農地集積専門員）の配置や交付金制度を
設ける等、県や市町村が指定した重点地区等での話合い活動を支援。
機構は、各地域の関係機関と連携して円滑な貸借業務を実施するため
に機構駐在員を配置（27年度～）し、市町村、県地域振興局やＪＡ
等が一体となって農地集積・集約化に取り組まれています。
津留さんはＪＡ阿蘇（営農部長）を退職後の平成24年度から農地
集積専門員として、荒木さんはＪＡ阿蘇（購買部長）を退職後、地域
連携推進員を務めたのち平成27年度から機構駐在員として、松原さ
んは小国町役場（農林課長）を退職後、地域連携推進員を務めたのち
平成29年度から機構駐在員として、阿蘇地域での農地集積、機構事
業の推進等を担当されています（地域振興局に駐在）。
市町村ごとに抱える課題は様々で事業への考え方が異なる中、３地

区に分けて担当（北部地区：松原さん、中部地区：荒木さん、南部地
区：津留さん）。経験をフル活用して精力的に推進されています。

（公財）熊本県農業公社（熊本県農地中間管理機構）の農地集積専
門員『津留 尚三』 さん、機構駐在員『荒木 秀孝』さん、『松原 崇』
さんに、熊本県阿蘇地域（阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森
町、南阿蘇村、西原村）で取り組んでいる農地中間管理事業の展開に
ついてお話を伺いました！

津留さん、荒木さん、松原さんの活動

↑ 打合せ風景

↑ 阿蘇谷に広がる水田風景

↑ キーパーソン
荒木さん、津留さん、松原さん



大分県農地中間管理機構
成迫 米雄 さん 出納 四郎 さん

成迫さん、出納さんは、企業参入の支援にあたり、情報を慎重に取り扱うよう心掛けている
とのこと。また、「地権者の高齢化に伴い、農地中間管理機構を介して貸し付ける仕組みは、
地権者の安心感につながる」、「企業は長期間の賃料を一括で支払い、機構も地権者に一括し
て支払うことが、双方にとってメリットになることもある」と成迫さん。
このほか、市の推進員と連携して認定農業者を訪問し情報を収集するとともに、利用権の再
設定時期に個別説明（機構への切替交渉）も行っているとのこと。
成迫さん、出納さんのこれからのご活躍をお祈り申し上げます！

今後の展望

平成29年７月、南部振興局が柑橘研究会と共同して実施した佐伯市Ｙ地区の土地所有者を
対象としたアンケートの結果、64％で農地の貸し出し意向があることが判明。このため、南
部振興局が主体となり、機構、市、農業委員会、ＪＡ、柑橘研究会、地元自治会等で「園地
流動化促進協議会（協議会）」を発足させ、農地流動化の検討を開始しました。
他方、大分県では「おんせん県おおいたで農業参入しませんか。」と題して、県内外を問
わず、企業参入を積極的に支援しています。※食品加工業、建設業など21社（県内：14社、
県外７社）が参入し、露地野菜、施設野菜などの生産を開始（平成29年度実績）。
Ｙ地区では、成迫さんや出納さんが土地所有者の戸別訪問などを進め、貸し出し意向のあ

る全ての農地の農地中間管理権を設定。機構からの農地配分は、企業参入用地や新規就農者
のハウス用地とすることで調整しました。現在、協議会では、Ｙ地区における基盤整備事業
の具体的な検討が行われています。

園地の流動化と企業参入を推進

成迫さんは、ＪＡおおいたを退職後の平成
26年度から機構の駐在員として、また、出納
さんは、労働局を退職後の平成29年度から振
興局の農地集積専門員として、佐伯市（大分県
南部振興局管内）における機構事業の推進等を
担当されています（佐伯市の耕地面積に占める
機構の転貸面積の割合：10.7％（県平均
4.4％））。

（公社）大分県農業農村振興公社（大分県農地中間管理機構）の駐在員『成迫 米雄』さん、
大分県南部振興局の農地集積専門員『出納 四郎』さんに、大分県佐伯市で取り組んでいる農
地中間管理事業の展開についてお話を伺いました！

成迫さん、出納さんの活動

↑ キーパーソン 成迫さん（左）と出納さん



宮崎県農地中間管理機構
内田 弘 さん

推進する中での苦労話を内田さんに聞くと、「辛かった事は忘れるようにしている」と答え
られ、地域の農地集積について地図を指しながら思いを熱く語っている顔が印象的でした。今
後も、内田さんの地域を思う熱い思いと、きめ細やかで積極的な推進活動により地域の農地集
積・集約化が図られていくと思います。
内田さんのこれからの益々のご活躍をお祈り申し上げます！

今後の展望

地域では、地権者の高齢化・後継者不足、離農等が加速しており、具体的な事業説明会等
では、きめ細かな説明となるよう地域推進員等（県振興局、市町、農業委員会及びきりしま
農業推進機構）と同行され、機構事業の活用について要請活動を行われています。
特に、ＪＡ時代の経験を生かし、地域における農地の、筆毎の所有者や耕作者を色分けし
て記載した地図や農地に係るデータ等を分かりやすい資料にまとめられ、営農組織の役員や
農家の方等への説明に活用されています。
また、地域の推進体制として、機構事業活用に向けた意向確認と書類作成では、地域の公
民館において、出し手と受け手の方に同日に集まっていただくことで手続きの簡素化を図り、
農業者を含めた関係者全員が集まることで、事業に関する質問や再認識の場となっています。
当日の欠席者や高齢者の方に対しては、予備日や地域の推進員と戸別訪問を行うなど丁寧に
対応されています。
このような活動から、小林市においては、耕地面積6,500ha（平成29年度末）に対して約

1,000ha（約16％）の機構活用実績となり、このうち農地集積組合の活用実績が36地区で約
950ha（機構活用実績の95％）と、これまでの活動を裏付けるものとなっています。
こうした中、平成27年に取り組んだ地域において、平成31年に貸借期間５年目を迎えるに
あたり、より良い農業構造の改善を目指すため、地域の農地データを整理し地図に落とし、
農地シャッフルの取組の準備を進められているところです。

「色分けした地図やデータを活用」 ― JAの経験を活用して推進

宮崎県では、県の指導により農業者に責任を持って取り
組んでいただくよう、地域に農地集積組合を設立すること
とされており、当該地域の農地集積組合の基盤となってい
るのは土地改良区や地域の営農組合となっています。
内田さんは、ＪＡこばやしを退職された平成27年４月か

ら、機構の地域駐在員として活動を始められ、現在、土地
改良区の役員も兼ねられていることから、土地改良区を基
盤とした農地集積組合に重点を置いた事業説明会等の話し
合い活動を通じ、市町村等と連携して農地の集積に取り組
まれています。

（公社）宮崎県農業振興公社（宮崎県農地中間管理機構）の地域駐在員『内田 弘』さんに、
地域での積極的な働きかけによる農地中間管理事業を活用した農地集積についてお話を伺いま
した！

内田さんの活動

↑ キーパーソン 内田さん



鹿児島県農地中間管理機構
平田 孝一 さん

関係者一体となった事業推進の結果、出水市の東干拓地区では、地区内農地の87パーセン
トにあたる122ヘクタール（平成27年度末）、また、西干拓地区では、同80パーセントにあ
たる66ヘクタール（平成28年度末）の機構活用に結び付けました。
現在、事業コーディネーターとして機構活用が進んできた地区における農地利用図を作成

し、担い手ごとの農地の分布状況を「見える化」。それを担い手に手交し、担い手に農地の
分布状況を意識させるなど、集約化に向けた新たな取組を開始したとのこと。
平田さんのこれからの益々のご活躍をお祈り申し上げます！

取組の成果と今後の展望

しかしながら、市町ごとに「温度差」があること、また、推進会議や個別訪問では担当者の
「本音」が聞けなかったことで、平田さんは、市町を独自訪問し、担当者の苦情や悩みを直接
聞き取りました。さつま町に勤務しているときから、「農政は人を知ること」と考えてきた平
田さん。事業の推進には、人間関係を重視されています。
また、北薩地区には中山間地域も多く、担い手不足や大型農業用機械の導入が難しい地区も

あるため、中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払交付金制度などの取組が行われている
グループを対象として、地域集積協力金などの活用事例を紹介しながら、それぞれの地区にお
ける事業の推進に取り組んできました。「話合いの母体がない地区では、０（ゼロ）から１を
生み出すのは難しい」と平田さん。

「農政は人を知ること」 ― 地域に寄り添った活動の推進

平田さんは、さつま町役場で長く農政に携わり、退職後の
平成27年度からその経験を活かして鹿児島県北薩地域振興局
で機構の北薩地域事業推進員として活躍されてきました。平
成30年度からは、機構本部の事業コーディネーターとして、
主に北薩地区における機構事業の推進等を担当しています。
事業推進員としては、市町の事業担当課長や事業推進員、

農業委員会、県普及、ＪＡの担当者等で構成する推進会議等
において、県振興局・本部と連携して農地中間管理事業の推
進や普及を図ってきました。また、月に１回、県振興局の担
当者とともに市町への個別訪問を行い、課題の整理や進捗状
況の確認等を行ってきました。

（公財）鹿児島県地域振興公社（鹿児島県農地中間管理機構）の事
業コーディネーター『平田 孝一』さんに、鹿児島県北薩地区（阿久根
市、出水市、薩摩川内市、さつま町、長島町）で取り組んでいる農地
中間管理事業の展開についてお話を伺いました！

平田さんの活動

↑ 打合せ風景

↑ 北薩地区 長島町の風景

↑ キーパーソン
平田さん


