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元ＪＡ営農指導員が新規就農し、多面的機能支払交付金活動組織の
一員として荒廃農地を再生利用

（福岡県福津市）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 1,215ha
（田904ha   畑311ha）

・荒廃農地面積 117ha
（田46ha   畑72ha）注1

・農業産出額
273千万円

・主要農産物
キャベツ・カリフラワー・米

※福津市わがマチ・わがムラ（統計
情報）

※注1 荒廃農地の発生・解消状況に
関する調査におけるA分類

（平成27年）

（福岡県福津市）

現状

○海岸線に近く霜が降
りにくい気候を活か
した、露地野菜(キャ
ベツ、カリフラワー)
の栽培が盛ん。

○高齢化や鳥獣害など
を要因に、特に山間
部での荒廃農地が増
加。

取組のきっかけ

○地域ぐるみで農村環境
を守るため、多面的機
能支払交付金の活動組
織が荒廃農地の再生利
用を検討開始。

取組の効果

今後の方針・課題

○今後の方針
活動組織の継続と再生
利用者の規模拡大。

○課題
・高齢化への対応策検討。
・鳥獣害（イノシシ）対
策。
・効率的な活動組織運営。

具体的な取組

○荒廃農地の再生と土壌改
良により耕作可能な状態
に復元。

○元JA営農指導委員が再
生農地にブロッコリーを
作付。

○荒廃農地の再生だけで
なく、地区内の農地集
積への効果。

○地域の荒廃農地発生防
止の機運向上に寄与。
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放牧により解消した荒廃農地の有効利用
（佐賀県鹿島市）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 2,400ha
（田1,370ha   畑1,030ha）

・荒廃農地面積 ５６６ha
（田４５ha   畑５２１ha）注1

・農業産出額
732千万円

・主要農産物
米・麦・みかん・たまねぎ

※鹿島市わがマチ・わがムラ（統計情
報）

※注1 荒廃農地の発生・解消状況に関
する調査におけるA分類（平成
27年）

（佐賀県鹿島市）

現状

○平坦地での米・麦・
大豆、中山間地での
ミカン栽培が盛ん。

○価格低迷に伴う離農、
担い手不足、高齢化
等の要因により特に
樹園地(ミカン園)の
荒廃が進行。

取組のきっかけ

○広域農道沿道区域の荒廃
農地が目立つとの住民の
声の増加。

○住民の声を受けて行政と
JＡとで対策を検討開始。

取組の効果

○放牧により再生された農
地が緩衝帯となり、イノ
シシ被害が減少。

○放牧で肥育した牛は、難
産になりにくいため、放
牧地を求める要望の増加。

○今後の方針
実証試験結果を活か
した作物導入による再
生利用の推進や発生防
止活動の実施。

○課題
・実証試験結果を活か
せる担い手の確保。
・中山間地域での土地
改良事業導入。
・鳥獣害対策。

具体的な取組

○沿道区域の景観維持
と中山間地域農業の
再生を目的に「多良
岳オレンジ海道を活
かす会」を設立。

○荒廃農地を牛の放牧
で再生し、試験用展
示圃での実証試験や
景観作物栽培等に活
用。

○取組に農山漁村活性
化プロジェクト支援
交付金(現農山漁村振
興交付金)を活用。

今後の方針・課題
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棚田段畑の荒廃農地を再生利用し、6次産業化にも取り組む
（長崎県平戸市）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 3,370ha
（田2,240ha    畑1,130ha）

・荒廃農地面積 143ha
（田77ha   畑66ha）注1

・農業産出額
466千万円

・主要農産物
かぼちゃ・玉ねぎ・びわ・米

※平戸市わがマチ・わがムラ（統計
情報）

※注1 荒廃農地の発生・解消状況に
関する調査におけるA分類

（平成27年）

（長崎県平戸市）

現状

○水稲を中心に露地や
ハウスでの野菜栽培
が盛ん。

○受け手不足や高齢化
により荒廃農地増加。

取組のきっかけ

○過疎化への対応のため、
都市農村交流による郷
土創生を図ることを目
的とした協議会の設立。

取組の効果

○農業生産量と農家収入
の増加。

○都市住民との推進によ
る地域活性化。

○棚田段畑再生と有効活
用による良好な景観維
持。

今後の方針・課題

○今後の方針
都市農村交流活動を進
める中で、棚田段畑再生
と有効活用に取り組み地
域活性化。

○課題
・加工品製造の食材と労
働力確保。
・販路開拓。
・棚田で収穫された米の
ブランド化。

具体的な取組

○棚田段畑を再生し、水
稲や野菜栽培、棚田
オーナー制度の対象地
として活用。

○再発生防止のために、
ワーキングホリデイ制
度を活用した大学生等
による草刈り作業等の
実施。

○再生した棚田で収穫さ
れた農産物を活用した
加工品の製造販売。

-3-



シルク産業の再興・創生プロジェクトによる荒廃農地の再生利用
（熊本県山鹿市）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 7,000ha
（田4,320ha 畑2,680ha）

・荒廃農地面積 29ha 
（田 4ha 畑 25ha）注1 

・農業産出額
1,782千万円

・主要農産物
タケノコ、栗、米

出典
※山鹿市わがマチ・わがムラ（統計情
報）

※注1 荒廃農地の発生・解消状況に関
する調査におけるA分類
(平成27年)

（熊本県山鹿市）

現状

○中山間地域と平野部の
水田畑作地域を中心に、
地域特性を活かした農
業経営。

○後継者の減少、高齢化
を主な要因として荒廃
農地が発生。中山間地
域の未整備田で荒廃進
行。

取組のきっかけ

○周年無菌養蚕システム
の存在、絹製品の需要拡
大を契機に、出版会社が
養蚕業参入を検討し、養
蚕に必要な桑の栽培用地
確保について山鹿市に協
議。

○出版会社と山鹿市との間
で「新養蚕産業構想に関
する協定」調印。

取組の効果

○取組開始からわずか2年
で25haもの荒廃農地を
解消。

○農業生産法人の新規採用
や養蚕施設稼働開始など
による地元雇用の創出や
若者の定住促進。

今後の方針・課題
○今後の方針
世界への販売を視野に入
れ、海外展開する企業と連
携し、山鹿市全体のブラン
ディングを推進。

○課題
・桑苗の不足。
・効率的な作業のための園
内道路舗装等。
・桑園の規模拡大。

具体的な取組

○新たに農業生産法人を設
立して荒廃農地25haを
取得。

○耕作放棄地再生利用緊急
対策交付金を活用して
25haを再生、桑園とし
て活用開始。

○周年無菌養蚕システムを
活用した養蚕施設建設
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建設業から農業参入し、荒廃農地を再生してオリーブ栽培
（大分県豊後高田市）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 3,0３0ha
（田1,810ha   畑1,220ha）

・荒廃農地面積 48ha
（田15ha   畑33ha）注1

・農業産出額
1,219千万円

・主要農産物
ネギ、柑橘類、米

※豊後高田市わがマチ・わがムラ
（統計情報）
※注1 荒廃農地の発生・解消状況に関

する調査におけるA分類
（平成27年）

（大分県豊後高田市）

現状

○米、畜産、園芸品目
(花き、野菜、果樹等)
が盛んで、白ねぎは西
日本有数、春そばは日
本一の産地。

○価格低迷や高齢化によ
り樹園地(みかん園)で
荒廃農地が増加。圃場
整備未実施地区等の条
件不利地域でも荒廃が
進行。

取組のきっかけ

○建設需要の減少に伴い、
建設事業者が新たな業種
への参入を検討開始。

○知人の助言等を契機にオ
リーブ栽培による農業参
入を決意。

取組の効果

○今後新たに荒廃農地約
50aの再生利用が検討さ
れる等、着実に解消を推
進。

○市外から現地視察、他の
オリーブ園の管理や栽培
指導の実施を開始する等、
オリーブ栽培推進に大き
く貢献。

今後の方針・課題

○今後の方針
新たな品種の定植、防
風林の設置等、これまで
の取組で得られた技術を
活かした農業経営。

○課題
・鳥獣害、虫害への対応。
・販売先の確保。

具体的な取組

○耕作放棄地再生利用緊急
対策交付金を活用し荒廃
農地105aを再生。

○自己の建設機械活用や同
業者の支援により7ヶ月
程度で再生作業を完了。

○再生後にオリーブ苗を定
植。その後も別の荒廃農
地28aを再生しオリーブ
苗を定植。

○オリーブ生産法人等の作
付け指導による技術取得、
インターネット活用や先
進地視察等による情報入
手。
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ＪＡがハウス建設等一連の再生作業を行い、農業者にリース形式で提供
（宮崎県日向市）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 1,515ha
（田957ha   畑558ha）

・荒廃農地面積 ２４ha
（田１１ha   畑１３ha）注1

・農業産出額
1,480千万円

・主要農産物
きゅうり・ミニトマト

柑橘類
※日向市わがマチ・わがムラ（統計
情報）

※注1 荒廃農地の発生・解消状況
に関する調査におけるA分類

（平27年）

（宮崎県日向市）
現状

○稲作を中心に畜産・野
菜・果樹などを組み合
わせた複合経営。

○高齢化、担い手不足に
より、特に山間部は荒
廃が進行。

取組のきっかけ
○耕作放棄地緊急対策交付
金の予算措置を契機に、
再生利用のモデル的な取
組の検討開始。

○地元へべす※農家の規模
拡大志向。
※地元特産の柑橘類

取組の効果

○定植後3年～4年を経て安
定した収穫が得られ現在も
栽培継続中。

○ハウス栽培は鳥獣害対策
面でも有効。

今後の方針・課題

○今後の方針
へべすの需要拡大と生
産拡大、加工品の製造・
商品化を推進。

○課題
・へべすの保存技術開発。
・荒廃農地解消推進に向
けた新たな作物の導入
検討。

具体的な取組
○ＪＡが主体となって再
生作業実施。

○再生後にリース用のハ
ウスを設置。

○地元へべす農家がハウ
スを借り受けて栽培開
始。
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建設会社が農業参入し、地元特産物で荒廃農地を再生利用
（鹿児島県西之表市）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 3,166ha
（田 586ha   畑 2,580ha）

・荒廃農地面積 ３３ha
（田５ha   畑２８ha）注1

・農業産出額
547千万円

・主要農産物
さとうきび・さつまいも

※西之表市わがマチ・わがムラ出典
（統計情報）
※注1 荒廃農地の発生・解消状況に

関する調査におけるA分類
（平成27年）

（鹿児島県西之表市）

現状

○亜熱帯性気候を活かし
たさとうきび・さつま
いも・水稲・酪農等の
複合経営。

○高齢化、担い手不足、
鳥獣害などを要因とし、
荒廃農地が増加傾向。

取組のきっかけ

○公共工事の減少時期の雇
用対策のため、異業種へ
の参入を検討開始。

○社長が農家出身で、従業
員の過半が兼業農家で
あったため農業を選択。

取組の効果

○これまでの取り組みによ
り、39.7haもの荒廃農地
を再生利用。

○地元雇用の場の創出。

今後の方針・課題

○今後の方針
新たな作物としてタマ
ネギ栽培を開始。6次産業
化等、様々な取り組みを
今後も推進。

○課題
・連作障害対策に向けた
農地確保。
・鳥獣害対策。
・幹部の育成や新たな作
付け品目の検討・加工
施設拡大。

具体的な取組

○新たに農業生産法人を設
立し、自社の建設用機械
を活用して再生。

○焼酎用さつまいもの作付
けが中心であったが、現
在は特産品の安納いもを
主体に栽培。

○安納いもは品質によって
加工用(製菓用)、青果用に
分けて出荷。

○製菓用出荷のための加工
施設を自社で整備。
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再生面積： (平成 年時点累計) 取組年次：平成 年～0.4ha 28 27
作付作物：ブロッコリー 販路：ＪＡ

活用した事業(農林水産省所管事業)：多面的機能支払交付金

(再生作業等に活用)

【福岡県福津市上西郷地区】

元ＪＡ営農指導員が新規就農し、多面的機能支払交付金活動組織の

一員として荒廃農地を再生利用

主な取組主体：多面的機能支払交付金活動組織、新規就農者

再生された農地が位置する上西郷地区

○概要

多面的機能支払交付金を活用して荒廃農地を再生し、新規就農した元ＪＡ営農指

導員がブロッコリー栽培を開始。
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福津市は福岡県北西部に位置しており、海岸線に近く霜が降りにくいという自然条

件を活かし、キャベツやカリフラワーなど、露地野菜の栽培が盛んとなっている。

近年は高齢化や鳥獣害などを要因に、特に山間部での荒廃農地が増加傾向にある。

(１)取組が開始された背景

本事例の取組が行われている上

西郷地区では、高齢でも健康な

方が多く、農地管理も適正に行

われているため、荒廃農地は他

の地域に比べると比較的少ない

が、荒廃が進みつつある農地も

いくつか存在していた。

このような状況の中、上西郷地

区では平成19年に農地・水環境

保全向上対策の活動組織として

「上西郷の環境を守る会」

(以下 「守る会」)を設立し、地域、

ぐるみで農村環境を守るための活動を開始した。

その後、一時的に活動を中止していたが、新たに平成27年から多面的機能支

払交付金の活動組織として、荒廃農地の再生利用にも取り組むこととなった。

(２)土地利用調整の経過

平成27年に守る会で、再生利用対象地３筆が選定され、再生後の利用者が検

討され始めた。

そのような折り、ＪＡ営農指導員であった北嶋晃一氏がＪＡを退職して就農

し、上西郷地区内でハウスでのミニトマト、路地でのブロッコリー栽培を開

始していた。このため、守る会の構成員の農業委員が北嶋氏に再生後の作付

について話しを持ちかけた。

北嶋氏はブロッコリー栽培開始後に手応えを感じており、ある程度まとまっ

た農地があれば作付面積を広げたいとの思いがあったが、紹介された３筆が

それぞれ隣接していたため、借り受けて再生しブロッコリーを作付けするこ

ととなった。

(３)再生作業

見た目の荒廃程度は軽かったものの、実際に再生作業を開始してみると、耕

作可能な状態にするためには重機を入れた再生作業が必要なことがわかった。

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

取材に応じていただいた北嶋晃一氏

２．取組内容
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このため、地元の建設業者へ再生作業が依頼されることとなった。作業が終

わった後も土壌改良に半年程度を要する等、当初計画していたよりも作付け

開始までには期間を要することとなった。

(４)作付け指導

北嶋氏の就農直後は、主に周辺のブ

ロッコリー栽培農家に作付け指導を仰

いだ。また、ＪＡ営農指導員でつなが

りがあったため、他の自治会のブロッ

コリー栽培農家にも指導を受けること

が出来た。

、 、なお 就農後の作物選定においては

営農指導員時代の経験から、ミニトマ

トとブロッコリーは収穫時期が重なら

ず周年で出荷が可能となるため、この

２品種が導入されている。

(５)現在の状況

再生された農地は平成28年９月にブ

ロッコリーの苗が定植され、平成29年

３月には収穫が予定されている。

(６)販売先の確保

ＪＡ職員であったこともあり、現時点

では北嶋氏がＪＡに全量出荷している。

再生前 再生作業直後。ここから作付け可能な状態

にするまで、土壌改良等に期間を要した。

出荷を待つブロッコリー

土壌改良、整地まで終わった状態
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(７)今後の取組方針

ブロッコリーの生育は順調であり、条件のよい農地があれば今後も規模拡大を進め

ていきたいと考えられている。

近隣の不作付地の所有者が北嶋氏の取組をみて、虫害などが発生しないよう、自分

で草刈り等の管理を開始するなど、地域の荒廃農地発生防止に寄与している。

まだ元気な方が多いとはいえ、上西郷地区内でも今後確実に高齢化は進んで行く。

対応をいろいろ検討しているが、解決策はまだ見いだせていないのが実情である。

なお、守る会の構成員は17名であるが、運営しているのは実質5名程度であり、その

5名も他に仕事を抱えているため、活動継続には効率的な組織運営が必要である。

また上西郷地区でも鳥獣害(主にイノシシ被害)が多く、ブロッコリーが被害にさら

されることがあるため、多面的機能支払交付金を活用して対応していきたいが、予算

内での対策は厳しく、課題のひとつとなっている。

○問い合わせ先

0940-62-5013福津市役所地域振興部地域振興課 ℡：

４．今後の課題

３．取組の効果
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再生面積： (平成 年時点累計) 取組年次：平成 年～6.0ha 28 23
作付作物：景観作物等 販路：－

活用した事業(農林水産省所管事業)：農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

(現地調査、放牧作業等に活用)

【佐賀県鹿島市音成地区 他】

放牧により再生した荒廃農地の有効利用

主な取組主体：多良岳オレンジ海道を活かす会

再生された農地と景観保全のために植えられた芝桜

○概要

鹿島市、太良町、ＪＡさがの３機関で協議会を設立し、放牧により荒廃農地を再

生。再生後には試験展示圃場や景観作物栽培に活用。

※双方の市町で放牧に取り組まれているが、本稿では主に鹿島市の取組内容等につい

て記述した。
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鹿島市は北東部の平坦地や干拓地での米･麦･大豆の土地利用型農業、中山間丘陵地

帯でのミカン樹園地を中心として、各地域の立地条件に合わせて様々な農業経営が行

われており、生産品目が多種多様に分かれていることが特徴となっている。

特に中山間丘陵地帯では、昭和 年から昭和 年にかけて国営多良岳パイロット39 56
事業が実施され、温州ミカン産地を形成していたが、価格低迷に伴う離農、担い手不

足、高齢化等の要因により荒廃農地が増加傾向にあり、市内の荒廃農地面積の過半は

樹園地が占めている。

(１)取組が開始された背景

平成 年３月に広域農道「多良岳オレンジ海道」が開通した。沿道区域にはミカン23
畑が広がり、丘陵地帯から有明海の眺望を楽しむことが出来るなど、農業振興だけで

なく地域活性化への寄与も期待されていたが、海道沿いに荒廃農地が目立つとの声も

出ていた。

このため、当時の鹿島市長、太良町長、ＪＡさが組合長の３名が発起人となり、海

道沿いの荒廃農地を解消し、中山間地域農業の再生を目的として「多良岳オレンジ海

道を活かす会」が同年８月に設立され、鹿島市役所、太良町役場、ＪＡさがの実務担

当者で取組内容を協議し、対策を進めていくこととなった。

検討の結果、牛の放牧により解消した荒廃農地を試験展示圃や景観作物栽培等に供

することを事業内容とする「鹿島市･太良町活性化計画」が策定され、対象用地を検討

するための現地調査や放牧に要する経費等に農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

を活用していくこととなった。

(２)対象用地の選定

放牧には、水、まとまった面積

(50a程度)、牛を運搬するための

道路等が必要となる。

これらの条件を前提に多良岳オ

レンジ海道沿線の現地調査を行い

放牧による再生が可能な程度の荒

廃状況にあり、景観上重要な場所

に位置している、農業体験等のイ

ベントを行う際の駐車スペースが

近隣にある等の要件を元に対象用

地が選定された。

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

２．取組内容

取組地区であることを示す看板
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(３)土地利用調整の経過

、 、対象用地の選定後に 多良岳オレンジ海道を活かす会の構成員である鹿島市

JＡさが担当者が主体となって、地権者交渉等の利用調整活動が進められてい

った。

(４)再生作業

用地選定に先立って、試験的に荒廃の程度が軽微な不作付地に牛を放し、ど

の程度の荒廃状況であれば解消が可能か実証することとなった。

その結果、ある程度荒廃が進んだ農地であっても放牧による解消が可能との

判断がされた。また、再生された農地が緩衝帯となり、周辺でのイノシシ被

害が減少するなどの副次的な効果も得られた。この結果を踏まえて用地選定

が進められ、地権者の了解が得られた場所から放牧が開始されていった。

放牧は、ＪＡ畜産部会の畜産農家から借り受けるレンタル牛による移動放牧

の手法をとった。放牧した牛は畜舎内で肥育した牛と比較して難産になりに

くいため、さらに放牧地がほしいとの要望が畜産農家から出ている。

(５)再生後の活用

再生された農地は、作付転換作物

(ソバ、なたね、オリーブ等)の実証

展示圃場、食育を目的とした幼稚園

児の農業体験イベント用地、景観作

物(芝桜)の作付け等に供されてい

る。

また、高齢者でも作業が容易とな

る軽量葉物野菜の選定や導入のため

に、九州大学と連携して実証展示圃

で試験栽培を開始するなど、再生さ

れた農地は市の農業振興に広く資する

よう取組が進められている。

放牧風景 放牧により再生された畑

幼稚園児の農業体験(ソバ収穫体験)
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(６)放牧以外の再生事例

鹿島市では「鹿島市耕作放棄地再生利用緊急対策事業」(再生作業等に要す

る経費の1／3以内を支援)が予算措置されており、国の補助事業である「耕作

放棄地再生利用緊急対策交付金」と併せて活用し、海道沿いで個人農家が荒

廃農地を再生しブドウやキウイ等を作付けしている事例もある。導入作物は

ＪＡ営農指導員と市役所担当者が協議し、再生利用者に提案することが少な

くない。

(７)今後の取組方針

市内の確保すべき優良農地をゾーニ

ングし、実証試験結果を踏まえて収益

性の高い作物を導入し、農地中間管理

機構の活用による利用集積と併せて、

荒廃農地発生防止や再生利用を進めて

いく方針となっている。

農業者に対して有効な営農プランを示すために試験展示圃場の設置に取り組んだ結

果、様々な技術や情報が得られることとなった。今後はこれを有効利用できるよう、

担い手の確保と得られた技術等の教授手法が課題となる。

なお、市内東部や南部は中山間地域で傾斜地が多く一筆毎の面積も狭いため、再生

利用を進めていくためには区画整理等、土地改良事業の活用も検討していかなければ

ならないが、そのためには守るべき農地の明確化が前提となる。

また、農産物価格の低迷や鳥獣被害等による担い手の生産意欲減退への対応も大き

な課題となっている。

○問い合わせ先

0954-63-3413鹿島市役所産業部農林水産課 ℡：

４．今後の課題

再生後に設置された展示圃場
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再生面積： (平成 年時点累計) 取組年次：平成 年～3.5ha 28 26
作付作物： 販路：ＪＡ等水稲､たまねぎ､じゃがいも等

活用した事業(農林水産省所管事業)： 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

(再生作業に活用)

都市農村共生・対流対策交付金事業等

( 次産業化、販路拡大、保全管理等に活用)6

【長崎県平戸市根獅子集落】

棚田段畑の荒廃農地を再生利用し、６次産業化にも取り組む

取組主体：根獅子集落機能再編協議会

○概要

棚田段畑の荒廃農地を再生し、棚田オーナー制度等の都市農村交流活動を推進す

ると共に、収穫された棚田米等を活用した６次産業化にも取り組む。

根獅子集落の風景
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根獅子集落は平戸市中部の西海岸に位置しており、温暖な気候を活かして水稲を中

心に露地やハウスでの野菜栽培が行われている。

集落外への若者の流出を主な要因として過疎化が進んでおり、受け手不足や高齢化

になどにより荒廃農地が発生している。

(１)取組が開始された背景

平成７年に根獅子集落内の農家２２人で地域の活性化を目的とした任意団体「ヒラ

ド・ビッグフューチャーズ」が設立され、子供体験交流活動などが行われてきた。

平成１９年には、同団体を母体として「都市と農村の交流を核とした持続性のある

郷土創生を図る」ことを目的に、根獅子集落内の全住民が加入する「根獅子集落機能

再編協議会」が設立された。

活動に際しては、都市農村共生・対流対策交付金事業等が活用され、都市住民や大

学生の農業体験学習等の受け入れなどの取り組みと併せて、棚田段畑の荒廃農地を再

生した棚田オーナー制度などの導入、棚田で収穫された米を使った日本酒の醸造など

の６次産業化にも取り組まれることとなった。

(２)土地利用調整の経過

棚田の中でも圃場整備が実施された区域内に位置するもの、面的にまとまった農地

であるにも拘わらず荒廃しているもの、といった条件を基に再生する荒廃農地が選定

されていった。再生作業に必要な地権者交渉は協議会事務局長が中心に行ったが、地

権者も協議会による有効利用を望んでおり、交渉は概ね円滑に進んだ。

(３)再生作業

対象用地選定後は、根獅子集落機能再編協議会の構成員や地元関連団体との共同作

業などにより再生作業が始まった。樹木が生えているなど、荒廃がかなり進んだ棚田

や段畑もあったが、構成員が所有するチェーンソーや草刈り機、地元建設業者による

重機での作業等により再生が進められた。

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

２．取組内容

重機を使った再生作業 農地管理のためヤギが放た

れることもある
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(４)現在の状況

再生された農地は、棚田オーナー制度

の対象地となるほか、自然農法による水

稲や野菜栽培も行われている。作付けさ

れたビワやツバキを活用した加工品の開

発も進められている。

再生後に作付けまで至らない場合も、

再度荒廃させないための取組として、社

会人や大学生等によるワーキングホリデ

イ制度を活用した草刈り作業なども実施

されている。

また、イノシシ被害が大きいことから、ワイヤーメッシュ棚の設置、捕獲隊の結成

など長崎県下でも先駆的な取り組みを展開し、被害額はピーク時から半減している。

(５)販売先の確保

地元酒造会社と連携して醸造される棚田米を活用した日本酒、再生された畑で収穫

された野菜や地域食材を使ったおせち料理が販売されている。注文は協議会ホームペ

ージ等で受け付けている。

販路開拓は協議会主催イベントや都市部のイベント会場でのＰＲ、協議会ホームペ

ージの活用等が主なものとなっている。おせち料理は主に地元で開催される行事向け

として販売されていたが、ＰＲや購入した人の口コミにより県外の人からの注文も増

えてきた。イベントにやってきた新聞記者が地方紙におせち料理を掲載し、記事をみ

た関東地方在住者からの注文が殺到したこともあった。

(６)今後の取組方針

、 、 、田植えや稲刈り体験 食まつりの開催など 今後も都市農村交流活動を進める中で

棚田段畑再生と有効活用等に取り組み、地域活性化を図ることとされている。棚田米

を協議会自ら価格設定をして販売すべく、ブランド化の検討が開始されている。

再生前の段畑 再生後の段畑、種芋が作付けさ

れている

再生後の段畑に定植されたビワ

-18-



荒廃農地の再生利用と６次産業化の取り組みにより、農業生産量と農家収入の増加

につながった。

また、県外の人を含めた都市住民との交流が深まり、地域の活性化という当初の目

的も達成された。

特に棚田段畑再生と有効活用は良好な景観維持となり、根獅子集落の豊かな自然と

景観を生かした地域づくりに大きく役立っている。

日本酒の原料となる棚田米や、おせち料理に必要な地域食材と労働力の確保、新た

。 、な販路開拓などが課題となっている 特におせち料理は協議会構成員の手作りのため

受注時期の工夫、関東地方など遠方への宅配においては消費期限を考慮するなど、細

かい配慮がされている。

なお、減少したとはいえ、猪等の鳥獣被害は継続して発生しており、更なる取り組

みが検討されている。

また、協議会による棚田米販売が検討されているが、協議会の法人化等、クリアし

なければならない課題も多い。

○問い合わせ先

0950-28-2075根獅子集落機能再編協議会 ℡：
http://neshiko.wixsite.com/kyougikai

３．取組の効果

地元食材で作られたおせち料理

棚田米を使った日本酒

４．今後の課題
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再生面積： (平成 年時点累計) 取組年次：平成 年～25ha 28 26
作付作物：桑 販路：(株)あつまるホールディングス

活用した事業(農林水産省所管事業)：耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

(再生作業に活用)

【熊本県山鹿市小坂地区】

用シルク産業の再興･創生プロジェクトによる荒廃農地の再生利

主な取組主体：(株)あつまる山鹿シルク

再生された桑園「天空桑園」(標高 )から近隣の山々を臨む600m

○概要

求人情報誌の発行などを手がける法人が、新養蚕システムを活用した養蚕業参入

に伴い、蚕の餌となる桑栽培のために農業生産法人を設立、荒廃農地 を桑園と25ha
して再生利用。
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山鹿市は北部の山裾を中心とした中山間地域、南部の菊池川流域に広がる水田畑作

地域に分かれ、それぞれの地域の特性を活かした農業経営が行われている。

荒廃農地の主な発生要因は農業後継者の減少･高齢化であるが、中山間部の未整備田

などでは農業用機械が入らない田畑も少なくなく、このことも荒廃要因のひとつとな

っている。

(１)取組が開始された背景

山鹿市はかつて非常に養蚕･製糸業の盛んな地域であったが、輸入品の増加による国

産シルクの需要減少や生産農家の高齢化に伴う廃業などにより、現在市内に２軒の養

蚕農家を残すのみとなっている。

(株)雇用促進事業会(現(株)あつまるホールディングス)は求人情報誌などを手がけ

ている。同社島田俊郎社長は年間を通して蚕を飼育し、高品質な繭を生産可能な周年

無菌養蚕システムの存在を知る機会があり、新興国の富裕層増加による絹製品の需要

拡大、医療用途や化粧品など新規用途の開発が進むなど、シルク関連の需要が増大傾

向にあったことから、平成 年５月に本システムを活用した養蚕業参入構想と、蚕の26
飼育に必要な桑の栽培用地 の確保に30ha
ついて、ハンドボールを通じて懇意であ

った中嶋憲正山鹿市長に相談した。

同市がもともと養蚕業の盛んな地域で

あり、伝統養蚕の保存、継承の機運が高

まりつつあったこともあり、荒廃農地を

桑園として造成し、廃校跡地に養蚕工場

を建設する「新養蚕産業構想」がその年

、 、のうちに立案され 早くも同年 月には12
蒲島郁夫熊本県知事立ち会いのもと、島

田社長、中嶋市長が「新養蚕業構想に関

する協定」の調印に至った。

(２)対象用地の選定

用地選定に際しては、 程度のまとまった用地で、農薬の飛散が極力少なく、住30ha
宅地から離れた場所であることを要件として山鹿市農業振興課で検討が進められ、同

市小坂地区内の標高 に位置する山間部の荒廃農地 が選定された。この土地600m 25ha
は、昭和 年代に粗飼料生産組合が牧草地として開墾した農地であるが、平成に入り50
畜産農家の減少などの理由により組合が解散、その後数年間は食用の鹿･ダチョウ園と

して活用された後、平成 年頃には廃園となっていた。10

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

２．取組内容

蒲島知事ら、関係者によって天空桑園に

植えられた記念樹(桑)
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(３)土地利用調整の経過

荒廃農地取得のために、平成 年６月から市農業委員会の指導により農業生産法人26
の設立準備が開始されるとともに、所有者への意志確認が市農業委員会事務局長によ

り進められた。同年９月には小坂地区で地元説明会が開催されたが、もともと牧草地

、 、 。であったこと 用排水の環境も変わらないことなどから 特に反対意見は出なかった

また、 全てが島田社長の知人の法人所有地であったこともあり、順調に話しは進25ha
10 100み同年 月には(株)あつまる山鹿シルクが設立((株)あつまるホールディングス

％出資)され、 月には荒廃農地 の取得に至った。11 25ha

(４)再生作業

当初は 取得後に毎年５ ずつ再生されていく予定であったが、周年無菌養蚕25ha ha
施設建設計画が、当初よりも早い平成 年３月に竣工予定となり、施設稼働時期の飼29
料確保のため既に が再生されている。25ha

荒廃が進んでいる場所は伐採から始めるなど、作業は困難を極めた。なお、市では

桑園へのアクセス道路の沿道環境整備などの支援を行っている。

(５)作付け指導

平成 年 月には再生された農地で桑苗２26 12
万本の仮植がされ、平成 年３月にはさらに２27
万本が定植された。栽培に際しては熊本県の指

導を受けるとともに、鹿児島県の桑茶指導員の

協力も受けている。

現在(株)あつまる山鹿シルクには５人の従業

員がいるが、面積が広くとても人手が足りない

ため、出資会社である(株)あつまるホールディ

ングス社員も協力して定植作業が行われた。

(６)無菌養蚕施設建設

従来の養蚕業では、年に３回程度しか繭の生産ができず、また蚕が伝染病に非常に

弱いという課題を抱えており、これを克服する「周年無菌養蚕システム」が国立京都

造 成 前 造 成 後

グループ社員が協力して作業実施
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工芸繊維大学で開発された。このシステムは、無菌･常温環境下で極力病気の発生を抑

え、年間 回の繭生産が可能となる。この理論に基づき、(株)あつまる山鹿シルクで24
は無菌工場の実績とノウハウを持つ大成建設(株)の協力を得て、最新設備を研究開発

することとなった。前例のない養蚕工場建設でもあり、開発に際しては大成建設本社

から専門家を招いた上で 回以上の打合せを行い、地震の影響で当初の予定から遅れ40
はしたものの、平成 年７月に着工に至った。28

(７)販売先の確保

商品開発や販路開拓のための取組は今後始まることとなるが、シルク産業が絹織物･

製品の他、化粧品･医療用等新たな用途の広がりを見せていることから、平成 年以29
降は製糸工場、桑葉飼料加工場、高付加価値製品開発製造工場等の建設計画策定が予

定されている。

なお、国内のみならず世界への発信も視野に入れていることから、海外展開でも実

績のある伊藤忠グループ((株)伊藤忠ファッションシステム)と(株)リバースプロジェ

クトと連携し 「新養蚕産業を用いた山鹿市ブランディングプロジェクト」として、、

新たな養蚕産業を通じた山鹿市全体のブランディングを推進することとしている。

取組開始からわずか２年で農業振興地域内の もの耕作放棄地が解消されること25ha
となった。今後は残地の造成、定植、肥培管理に取り組むこととなるが、従業員５名

ではとても賄えないため、新たに社員を採用する予定であり、地元雇用促進にも繋が

っている。

また、工場稼働、関連産業が集積することで生まれる新たな地元雇用の創出や若者

の定住促進、地場産業などと連携した６次産業化の推進や地域産業の活性化も期待さ

れている。

３．取組の効果

栽 培 風 景 収穫用農業機械

収穫された桑の葉は機械後部の

籠部分に集められる
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定植には桑苗が必要であるが、苗作りには２年から３年を要すること、近年の桑茶

ブームにより桑の需要が多いことなどから苗が不足している。また、作業効率を上げ

、 、 、るための園内道路舗装 残地の造成と定植作業 茶園仕立てへの肥培管理作業の実施

他地区への桑園拡大も今後の課題となっている。

○問い合わせ先

0968-43-1556山鹿市役所経済部農業振興課 ℡：

４．今後の課題

防草シート設置作業風景

鳥獣害は比較的少ない桑であるが、雑草対策

は欠かせない
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再生面積： (平成 年時点累計) 取組年次：平成 年～1.3ha 28 23
作付作物：オリーブ 販路：－

活用した事業(農林水産省所管事業)：耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

(再生作業等に活用)

【大分県豊後高田市堅来地区】

建設業から農業参入し、荒廃農地を再生してオリーブ栽培

主な取組主体：建設事業者(個人)

荒廃したミカン園を再生利用したオリーブ園

○概要

個人経営の建設事業者が、建設需要減少を契機に新たな業種として農業に参入。

荒廃したミカン園を再生し、オリーブ栽培に取り組む。
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豊後高田市は大分県北東部、国東半島の西側に位置しており、米、白ねぎ、畜産を

中心に園芸品目（花き、野菜）やそば、椎茸の栽培も盛んであり、特に白ねぎは西日

本有数、春そばは日本一の産地となっている。

昭和 ～ 年代には樹園地開発事業としてし国営開拓パイロット事業等が実施さ30 40
れ、主にミカンが栽培されていたが、価格低迷や高齢化により廃業が進み、荒廃が進

んでいる。また、中山間地の谷間に位置する圃場整備未実施の地区でも荒廃が進んで

いる。

(１)取組が開始された背景

、本事例の取組主体である小関直也氏は

豊後高田市内で建設業を営んでいたが、

東日本大震災後に市内の建設需要が減少

したことをきっかけに、建設業以外の業

種の導入を検討していた。

オリーブ栽培を始めた知人にこのこと

を相談したところ 「やってみないか」、

とのアドバイスを受けたため、平成 年23
に新たな業種として農業を選択し、オリ

ーブ栽培に取り組むことを決意した。

(２)対象用地の選定

オリーブ栽培に必要なまとまった面積を確保できること、日当たりが良好な

ことなどを条件に土地を探していたところ、知人のミカン園で現在作付けさ

れていない場所が105aあったため、この土地を利用することとした。

(３)土地利用調整の経過

土地の所有者が知人であったため、小関氏自ら交渉を行って、土地の借り受

けとオリーブ栽培の開始について了解を得た。

(４)再生作業

平成23年に105aの再生作業が始まった。再生作業には国の補助事業である耕

作放棄地再生利用緊急対策交付金が活用されることとなった。山間部に位置

する樹園地であったことから、荒廃はかなり進んでおり再生作業は困難を極

めたが、自ら作業を進めるとともに、同業者の支援などを受けて７ヶ月程度

で105aの再生作業が完了し、24年３月にはオリーブの苗が定植された。

平成25年には隣接農地28aを新たに借り受け、再生後は同じくオリーブが作

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

２．取組内容

取材に応じていただいた小関直也氏
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付けされている。

(５)作付け指導

建設業からの参入であったため、豊

後高田市内のオリーブ栽培者を中心に

組織された組合に加入し、苗の選定や

作付け指導を仰いだ。

また、知り合いのオリーブ生産法人

や大分県の技術指導員に指導を受けた

り、先進地視察やインターネットを活

用するなど、小関氏自ら積極的に、情

報入手や技術取得の活動を行った。

再生前

再生後

重機による再生作業

定植作業

伐 採 作 業
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(６)現在の状況

平成26年に、最初に定植した苗木

からオリーブの実が収穫されたもの

の、本格的な収穫や販売はこれから

となる。

なお、平成27年には収穫した実か

、らオリーブオイルが搾油できるなど

ある程度手応えがあったこと、これ

まで栽培していた土地で間引きが必

要になったことなどから、平成29年

は別の荒廃農地150a程度を借り受け

て再生利用が計画されている。

(６)販売先の確保

当初は組合でのオリーブオイル出荷が検討されていたが、鳥獣害等の影響で生産量

が予定よりも滞っていること等の要因で、小関氏自ら今後販売先を確保し出荷するこ

ととしている。

(７)今後の取組方針

参入後数年が経過し、かなりの栽培技

術が得られた。このため、新たに借り受

ける農地では、これまで導入していない

品種の苗木定植、防風林の設置、排水機

能の強化等、得られた知識や技術を活か

した手法で栽培が進められることとなっ

ている。また、現時点では搾油作業を知

り合いのオリーブ生産法人に委託してい

るが、適期での搾油作業の実施などを目

的に、自己の搾油機の導入が検討されて

いる。

小関氏の取組を聞きつけて、市外から教えを請う者が出てきた。また、小関氏の良

好な栽培状況を見て、オリーブ園の管理や指導を頼まれるケースもあり、地域のオリ

ーブ栽培振興に大きく寄与している。

栽培スケジュールに合わせた搾油作業を行うため、搾油機導入が主要な課題となっ

４．今後の課題

３．取組の効果

収穫作業

収穫されたオリーブの実
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ている。

現時点では建設業収入をオリーブ栽

培の経費に充てているため、農業収入

による栽培を早期に実現する必要があ

る。このため、販売先の確保も大きな

課題である。

また、定植から収穫まで期間を要す

るため、この間の肥培管理や防除作業

等のコスト圧縮、鳥獣害(主にシカ被

害)、虫害(オリーブゾウムシ)への対

応等が栽培面での課題となっている。

○問い合わせ先

0978-25-6243豊後高田市役所農業ブランド推進課 ℡：

獣害対策用に設置された柵

シカの跳躍能力を計算して、小関氏が柵の

高さを独自に工夫している
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再生面積： (平成 年時点累計) 取組年次：平成 年～0.9ha 28 22
作付作物：へべす 別名へべず･柑橘類 販路：ＪＡ日向（ ）

活用した事業(農林水産省所管事業)：耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

(再生作業、ハウス設置等に活用)

【宮崎県日向市寺迫地区】

ＪＡがハウス建設等一連の再生作業を行い、農業者にリース形式で

提供

主な取組主体：ＪＡ、農業者(個人)

完成直後のハウス

○概要

再生した荒廃農地にハウスを設置し、規模拡大を志向するへべす栽培農家にリー

ス形式で提供することにより、資金面での負担等を軽減。
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日向市は宮崎県北東部に位置しており、温暖な気候を活かして、稲作を中心に畜産

・野菜・果樹などを組み合わせた複合経営により様々な農畜産物が生産されている。

その中でも「へべす」は日向市の特産品であり、日向ブランドとして消費拡大や生

産力向上に積極的に取り組まれてきた。

近年は高齢化や後継者不足などを要因として荒廃農地が増加傾向にあり、山間部の

条件不利地域は特に荒廃が進みつつある。

(１)取組が開始された背景

、寺迫地区は山間部に位置しており

荒廃農地が増加傾向にあったため、

なんとかして再生利用したいとの考

えがＪＡにあった。

そのような折り、耕作放棄地再生

利用緊急対策交付金が平成21年度か

ら予算措置されたことを契機に、再

生利用に向けたモデルとして、寺迫

。地区で取組を開始することとなった

対象作物は日向市の特産品である

こと、寺迫地区のへべす栽培農家に規

模拡大の意向があったこともあり、へべすが選択された。

(２)土地利用調整の経過

取組開始が決まった平成21年に、宮崎県、JＡ日向、日向市農業委員会が構

成員となり、再生利用に向けて協議会を設立した。この中で具体的な取組内

容の検討が進み、ＪＡが荒廃農地を借り受けて再生すると共にハウスを設置

し、寺迫地区のへべす栽培農家２軒にリース形式で提供することとなった。

対象農地は、ＪＡがへべす栽培のために借り受けていた農地で、借受期間終

了後に荒廃していたものがあったため、これを選定し取組を開始することと

なった。

土地所有者への交渉は、協議会の構成員であるＪＡと農業委員会が協力して

行い、所有者の了解を得た。

(３)再生作業

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の取組主体であるＪＡが再生作業を行う

こととなった。山間部であったこと、もともと樹園地であったこと等の要因

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

再生農地に設置されたハウス

２．取組内容
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により、伐採を伴うなど再生作業は困難であったが、ハウス設置に至った。

(４)作付け指導

ハウスによるへべす栽培は初の取組ではあったものの、ハウス利用者は既に

露地栽培によりへべすを栽培していたため、栽培技術は既にあった。

ハウス栽培は、露地栽培より早期に収穫が可能であることに加えて、鳥獣害

対策にもなるという利点があり、現在も取組開始時の２軒の農家がハウス栽

培を継続している。

(５)現在の状況

通常へべすは、２年生苗木を定植し、収穫まで３年から４年程度期間を要す

る。このため、平成22年に定植してからしばらくはまとまった収穫がなかっ

たが、平成26年前後から安定した収穫が得られ始めた。

(６)販売先の確保

ＪＡが取組主体となってハウスを設置した経緯もあり、収穫されたへべすは全量Ｊ

Ａに出荷している。なお、出荷されたへべすは加工品となる場合もあるが、多くはＪ

Ａから青果品として出荷される。

再 生 前 ハウス建設中

完成検査 ハウス内栽培風景

-32-



(７)今後の取組方針

へべすの需要拡大に向けて、加工品の検討など様々な取組が市ブランド推進課で進

められている。

また、日向市内の荒廃農地解消促進に向けて、へべす以外の作物導入も検討されて

いる。

この取組の影響もあってか、平成 年には本取組地区近辺で耕作放棄地再生利用緊28
急対策交付金を活用し、イチゴ栽培により新規就農するケースが出てくるなど、地元

の再生利用の機運が高まりつつある。

へべすの需要拡大に対応するために、作付け面積拡大が検討事項となっている。

また、へべすは外皮がうすく果汁がたくさんとれるものの、水分が多いため保存は

難しい。流通ルートを確保するためにも、保存技術の開発も課題である。

○問い合わせ先

0982-52-0509日向市農業委員会事務局 ℡：

４．今後の課題

３．取組の効果
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再生面積： (平成 年時点累計) 取組年次：平成 年～39.7ha 28 15
作付作物：さつまいも（安納いも）他 販路：製菓会社、製パン会社他

活用した事業(農林水産省所管事業)： ６次産業化ネットワーク活動交付金

(加工施設設置等に活用)

農の雇用事業(若手社員育成に活用)

【鹿児島県西之表市安納地区】

建設会社が農業参入し、地元特産物で荒廃農地を再生利用

主な取組主体：(有)西田農産

「安納いも」の発祥の地である安納地区を高台から見下ろす

○概要

建設会社が農業に参入し、荒廃農地を再生し地元特産物である安納いもを主体に

作付け、６次産業化にも取り組む。

-34-



西之表市は鹿児島県の種子島北部に位置しており、亜熱帯性気候を活かしてさとう

きび、さつまいも、水稲、酪農等の複合経営による農業生産が展開されてきた。

近年は収益性の高い野菜の導入も盛んとなっているが、高齢化、担い手不足、鳥獣

害などを要因として荒廃農地が増加傾向にある。

(１)取組が開始された背景

(株)西田工業は西之表市内で建

設業を営んでいたが、平成14年

以降の公共事業需要減少に伴い、

公共工事発注が少なくなる期間(4

月から9月)の雇用対策のため、

新たな業種への参入を検討して

いた。

検討の結果、社長が農家出身で

あり従業員の過半も兼業農家で

あったため、新たな業種として

農業が選択され、平成15年に農業

生産法人(有)西田農産を設立し農業に参入することとなった。

さとうきびとさつまいもが西之表市の基幹作物であったたが、当時の焼酎ブ

ームを受けて、焼酎用さつまいも栽培に取り組み始めた。

(２)土地利用調整の経過

面的にまとまった農地であることを条件に、社長の人脈を活かして空いてい

る農地の情報を入手し、社長自ら地権者交渉を行って同意が得られた農地か

ら再生利用が始まった。

その後、西田農産の評判を聞きつけて、高齢で耕作が困難になった人などか

ら農地を使って欲しい旨の問い合わせが来るようになり、栽培面積が次第に

拡大していった。

(３)再生作業

引き受けた農地は大抵の場合荒廃が進んでおり、再生には伐採や抜根作業を

要するため、自社の建設用機械を活用して作業が進められていった。

10a程度の荒廃農地であれば、２週間前後で再生作業自体は可能であるが、

そこから土壌改良を行い安定した収穫が得られるまで４～５年は要すること

が多い。

１．地域農業の状況と荒廃農地発生要因

「焼き」工程前の安納いも

２．取組内容

-35-



(４)作付け指導

社長の実家が農家であり従業員の過半も兼業農家であったため、栽培技術は

もともとあった。

ただし、新たな作物の導入等、栽培をしていく上で疑問点が出れば、県普及

員やJＡ営農指導員の指導を受けることもある。

(５)現在の状況

参入当初は焼酎用さつまいもの作付けが主体であったが、現在は焼酎の需要

が落ち着いたため、安納いもの作付けが主体となっている。

安納いもは地元の特産品であり、少量は西田農産でも作付けされていたが、

偶然テレビ情報番組で安納いもが注目されていることを知る機会があり、本

格的に栽培が開始された。

安納いもは形状によって選別され、アイスクリームや製菓材料として焼きペ

ースト状に加工して出荷するもの、自社で焼き芋に加工し冷凍状態にして出

荷するもの、青果として出荷するものなど複数の出荷形態がある。加工のた

めの施設も自社で整備され、特に焼きペーストや焼き芋加工用の炭火焼き芋

釜は自社で開発された特許技術が活かされ、良質な加工品が出荷されている。

なお、安納いもはキュアリング室と石窯貯蔵庫で2ヶ月間熟成され糖度20度以

上が確保されている。

再 生 前 再 生 後

再生作業中 安納いも栽培風景
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(６)販売先の確保

参入当初は社長の人脈を頼りに酒造会社と取引が始まった。焼酎用さつまいもの端

境期の出荷対策として、一旦蒸したものを冷凍して出荷することにより、酒造会社へ

の安定的な供給を図った。端境期の安定供給や、良質なさつまいもの出荷を心がけた

結果信用が生まれ、他の酒造会社からの受注も増えていった。

現在は製菓原料用(焼き芋ペースト)や青果用などの安納いもの出荷が主体と

なっている。

(７)今後の取組方針

種子島の風土(土壌、海風等)により、大変甘いタマネギが収穫出来るため、

タマネギ栽培も開始された。既に地元のタマネギ農家と西之表市を構成員と

してタマネギ生産組合が設立され、種子島のタマネギブランド確立に向けて

安納いも選別作業。選別後はキュアリング(いも

の温度を 度に上げる)作業後、貯蔵庫(後ろに34

る見える石垣部分) で ヶ月間熟成され2

貯蔵庫での熟成により糖度が上がる

炭火焼き芋釜。 時間自社開発の 2
かけてローストされ焼き芋となる
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活動が始まっている。

常に儲かる農業を目指し魅力ある業種となるよう、6次産業化をはじめとし

て様々な取組がされている。

栽培面積の拡大に伴い、多くの荒廃農地が再生利用されることとなった。

地元雇用の場の創出にも繋がっている。種子島では高校卒業後に島を出て行く若者

が多く、社内にも若い人が少ないが、農業を魅力ある業種とすることにより将来彼ら

が帰島した際の雇用確保の場としていくことも目指されている。

さつまいもやタマネギは、連作障害対

策のために農地のローテーションを行わ

なければならないが、これに必要な農地

確保が課題となっている。

鳥獣害も多いため、シカ対策のために

新たに金属ネット柵を設置する予定とな

っている。

また、幹部候補生の育成や新たな作付

け品目の検討と加工施設の拡大も、今後

の検討課題となっている。

○問い合わせ先

西之表市農業委員会 農地振興係

（ ）℡： 内線0997-22-1111 221

４．今後の課題

３．取組の効果

シカが飛び越シカ対策用の金属ネット柵。

えることが出来ない高さとしている
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荒廃農地の再生利用等に活用できる平成29年度予算事業

荒廃農地の再生利用等に向けた取組を進めるために、農林水産省では目的に

応じていろいろな事業を予算措置しています。

取組内容別に事業をまとめてみましたので、事業の活用を検討する際にご参

考ください。

○現状把握をしたい

事業名：機構集積支援事業

農業委員会が実施する農地の利用状況の調査(荒廃農地調査と合同で実施す

る利用状況調査)の結果、遊休農地と判断した農地の所有者等に自ら耕作する

か、農地中間管理事業を利用するか等の意向を調査(利用意向調査)する際に

活用可能な事業。

No.1【機構集積支援事業】

支援内容 遊休農地の所有者の利用意向調査、農地情報公開システムの維持

管理、農業委員及び農地利用最適化推進委員の資質向上に向けた

研修等を支援

農業委員会等対象者･要件等

○荒廃農地を再生して営農再開したい

事業名：荒廃農地等利活用促進交付金

荒廃農地の受け手が行う雑木除去等の再生作業、再生した農地の暗きょ・

、 、農道等の基盤整備 生産再開に必要な収穫機やハウス等の農業用機械・施設

農業体験施設の整備に活用可能な事業

No.2 【荒廃農地等利活用促進交付金】

支援内容 荒廃農地等を引き受けて作物生産を再開する農業者や農地中間管

理機構等が行う再生作業、土壌改良、営農定着、加工・販売の試

行、施設等整備を総合的に支援

農業者、農業者が組織する団体、農業法人等対象者･要件等
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○再生後の導入作物として薬用作物を検討したい

事業名：薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業

荒廃農地再生後の導入作物として、薬用作物を検討する場合に活用可

能な事業

No.3 【 】薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業

支援内容 薬用作物等の産地形成加速化のため、栽培実証ほ場の設置や事前

相談窓口の設置等による支援のほか、優良種苗の安定供給に向け

た取組を支援

民間団体等対象者･要件等

○放牧による保全管理に取り組みたい

事業名：飼料増産総合対策事業のうち国産粗飼料増産対策

荒廃農地の受け手が見込めないため、放牧により保全管理を行う場合

に活用可能な事業。

No.4 【 】飼料増産総合対策事業のうち国産粗飼料増産対策

省力化・低コスト化を図るため地域一体となった放牧の取組等を支援支援内容

農業者集団、民間団体対象者･要件等

○地域で解消や発生防止活動に取り組みたい

(１)事業名：多面的機能支払交付金

地域ぐるみで荒廃農地発生防止等に向けた取組を行う場合に活用可能

な事業。

No.5 【 】多面的機能支払交付金

地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、支援内容

農道等）の質的向上を図る活動を支援

農業者等の組織する団体対象者･要件等
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(２)事業名：中山間地域等直接支払交付金

中山間地域において、集落で荒廃農地の発生防止･解消等に取り組む場

合に活用可能な事業。

No.6 【 】中山間地域等直接支払交付金

中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正するため、将来に向支援内容

けて農業生産活動を維持するための活動を支援

農業者の組織する団体等対象者･要件等

○各種制度・事業のお問い合わせ先

機構集積支援事業No. 1

担当：経営・事業支援部農地政策推進課 096-211-9111(内線4433、4983)

荒廃農地等利活用促進交付金No. 2

担当：農村振興部農地整備課 096-211-9111(内線4777、4781)

薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業No. 3

担当：生産部園芸特産課 096-211-9111(内線4467、4463)

飼料増産総合対策事業のうち国産粗飼料増産対策No. 4

担当：生産部畜産課 096-211-9111(内線4484、4483)

多面的機能支払交付金No. 5

担当：農村振興部農地整備課 096-211-9111(内線4779、4789、4772)

中山間地域等直接支払交付金No. 6

担当：農村振興部農村計画課 096-211-9111(内線4617、4632)
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農地法に基づく遊休農地の措置

○農地法に基づく遊休農地の措置のお問い合わせ先

経営・事業支援部農地政策推進課 096-211-9111(内線4433、4983)
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○本事例集についてのお問い合わせ先
※各種制度・事業に関するお問い合わせは、Ｐ41～42に記載している担当までお願いします。

九州農政局

〒860-8527熊本市西区春日2丁目10番1号 電話096-211-9111（代表）

農村振興部農村計画課 内線 ４６２６、４６１４
ＦＡＸ ０９６－２１１－９８１２

荒廃農地解消対策に関する各種情報については、

九州農政局のホームページをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/kousakuhoukiti/top1.html
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