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ソバの作付けによる、荒廃農地の解消と発生防止に向けた取組
（福岡県久留米市山本･草野地区）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 8,670 ha
（田7,420 ha   畑1,250 ha）

・荒廃農地面積 92ha
（田28ha   畑64ha）注1

・農業産出額
3,241 千万円

・主要農産物
米、麦、ぶどう、柿

※久留米市わがマチ・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28年）

（福岡県久留米市）

現状

○植木・柿・花き・ハウ
ス桃栽培が盛ん。

○植木や果樹の価格低迷
により荒廃農地増加。

取組のきっかけ

○久留米市の荒廃農地モ
デル事業の予算措置。

取組の効果

今後の方針・課題

○今後の方針
・６次産業化による生産
から加工販売までの経
営展開。
・地域の特産物としてソ
バをブランド化。

○課題
・農作業の機械化。
・種子更新。

具体的な取組

○荒廃農地を再生しソバを
作付。

○収穫したソバはソバ粉や
乾麺に加工し、道の駅な
どで販売。

○累計で約５haの荒廃
農地を再生利用。

○地域の荒廃農地再生利
用や発生防止の機運向
上に寄与。



ミカンの樹のオーナー制度導入により、ミカン園の荒廃を防止
（佐賀県多久市長尾地区）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 8,670ha
（田 1,030ha 畑 443ha）

・荒廃農地面積 112ha
（田13ha 畑10ha

樹園地89ha）注1

・農業産出額
348千万円

・主要農産物
米、玉ネギ、温州ミカン

※多久市わがマチ・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28年）

（佐賀県多久市）

現状

○ミカンを主とした果樹、
米、野菜生産地帯。

○ミカンの価格低下に起
因する後継者不足、鳥
獣害等により荒廃農地
が増加。

取組のきっかけ

○廃園を検討していたミ
カン農家と偶然知り合
い、このまま廃園とな
ることが惜しまれた。

取組の効果

今後の方針・課題

○今後の方針
・ミカン園を活用した6次
産業化。

○課題
・今後取組を進める上で
の人材確保。

具体的な取組

○農園の一部を購入すると
共に、荒廃が進んでいた
箇所を再生。

○農園の一部でミカンの樹
のオーナー制度を導入。

○オーナーの中に農園開
設の意向を持つ者が産
まれた。

○家族でオーナーとなる
人が多く、ミカンの収
穫などを通じて家族の
絆が深まっている。
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荒廃農地を再生しサツマイモ栽培、地域の特産品の加工まで取り組む
（長崎県長崎市外海地区）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積2,210 ha
（田360ha 畑1,850ha）

・荒廃農地面積432ha
（田90ha 畑301ha

樹園地40ha）注1

・農業産出額
815千万円

・主要農産物
温州ミカン、びわ、いちご

※長崎市わがマチ・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28年）

（長崎県長崎市）

現状

○急傾斜地を開墾した
段々畑や棚田で農業が
行われてきた。サツマ
イモ栽培は近世以降の
食糧事情改善に寄与。

○高齢化、後継者不足等
を要因に荒廃農地が増
加。

取組のきっかけ

○地域の農産加工品が、
サツマイモ栽培の減少
により供給不足であっ
たため、地区内の荒廃
農地を再生利用したサ
ツマイモ栽培と加工販
売を開始。

取組の効果

今後の方針・課題

○今後の方針
・サツマイモ栽培を通じ
て地区の財産である農
地の有効利用を継続。
・会員以外の地区在住者
の協力や地元雇用を検
討し地場産業とすべく
取組継続。

○課題
・鳥獣害への対応。
・きめ細やかな栽培管理。

具体的な取組

○地域おこし協力隊員の声
かけにより取組主体とな
るグループを結成。

○グループで草刈り等の再
生作業を実施し、サツマ
イモを栽培。

○収穫したサツマイモをグ
ループで農産加工品「か
んころ」に加工し、地元
の「かんころ餅」製造業
者に販売。

○取組を通じて地域が協
力して活動する場が生ま
れた。

○加工した「かんころ」
は完売となり、近隣の荒
廃農地の再生利用を更に
進めることが可能となっ
た。
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利用集積に取り組む中で、荒廃したミカン園の再生利用を実践
（熊本県熊本市河内地区）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積11,600 ha
（田 8,220ha 畑3,410 ha）

・荒廃農地面積 ha
（田55ha 畑46ha

樹園地3ha）注1

・農業産出額
4,610千万円

・主要農産物
米、トマト、温州ミカン

※熊本市わがマチ・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28年）

（熊本県熊本市）

現状

○県内でも屈指のミカ
ンの産地であり、江
戸時代のミカン栽培
奨励から230年以上
の歴史がある。

○高齢化や後継者不足
により荒廃農地が増
加。

取組のきっかけ

○曾祖父から続くミカン
園の後継者が利用集積
に取り組む中で、荒廃
しているが営農条件の
良好なミカン園の再生
利用を開始。

取組の効果

今後の方針・課題

○今後の方針
・減農薬、除草剤不使用
等、安全安心なミカン
栽培を継続。
・河内地区内の良好な園
地の維持、次世代への
継承。

○課題
・鳥獣害、特にイノシシ
の対策。

具体的な取組

○自社で所有している重機
を活用してこれまで
10ha以上の荒廃農地を
再生利用。

○収穫したミカンを原料に
したジュースも販売。

○農福連携にも取り組んで
いる。○周辺のミカン園の病害

発生防止に効果。

○良好なミカンを収穫出
来る地区内のミカン園
の荒廃防止に貢献。
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国営事業に参入し、整備された農地で醸造用ぶどうを栽培
（大分県宇佐市安心院町矢津地区）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積7,940 ha
（田6,840ha 畑1,100ha）

・荒廃農地面積10 ha
（田7ha 樹園地2ha）注1

・農業産出額
1,219千万円

・主要農産物
米、ネギ、ぶどう

※宇佐市わがマチ・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28年）

（大分県宇佐市）

現状

○国営事業で造成された
ぶどう園と周辺の水田
部で水稲を中心に大豆、
飼料用稲を組み合わせ
た農業経営を展開。

○価格低迷に伴う営農意
欲の減退、後継者不足、
高齢化等により荒廃農
地が増加。

取組のきっかけ

○国産ワインの需要拡大
と人気定着に伴い、
酒造会社が高品質な醸
造用ぶどうの自社栽培
を検討開始。

○矢津地区を含む一帯で、
国営緊急農地再編整備
事業実施の動きがあり、
関係機関から参入の声
かけがあった。

取組の効果

今後の方針・課題

○今後の方針
・さらなる規模拡大。

○課題
・農作業の機械化。
・荒廃が進行する前段階
で受け手を確保出来る
ようなシステム作り。

具体的な取組

○平成30年２月末段階で、
再生された農地8.1haを
酒造会社出資の農業生産
法人が取得し、そのうち
約4haの圃場にぶどう棚
が設置されて３月末まで
に定植予定。

○今後、他の工区でも農地
を取得する予定。

○ぶどう棚設置や鳥獣害防
止柵に県単独事業や国
の交付金を活用。

○国営事業への参入によ
り、大規模な農地を集
約して取得出来た。

○規模拡大に伴う地元雇
用の創出が期待される。

○景観面で良好な効果が
得られた。
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農業委員会の荒廃農地の解消が、小学生の農業体験と食育にも繋がる
（宮崎県川南町）

市町村の概要

【基本データ】
・農地面積 3,250ha
（田1,200ha 畑2050ha）

・荒廃農地面積82ha
（田17ha 畑66ha）注1

・農業産出額
2,419千万円

・主要農産物
米、ばれいしょ、キャベツ

※川南町わがマチ・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28年）

（宮崎県川南町）

現状

○広大な農地を活かした
露地栽培が展開される
一方、畜産と施設型農
業を主体に生産を拡大。

○高齢化や後継者不足に
より荒廃農地が増加。
営農条件が厳しい農地
は再生後に再び荒廃す
ることもあり。

取組のきっかけ

○離農を検討していた者
からの農業委員会への
相談。

○他市町村での農業委員
会の活動PRを検討して
いた。

取組の効果

今後の方針・課題

○今後の方針
・ソバを水田裏作の振興
作物とすると共に、ソ
バの需要拡大を図り産
地化。
○課題
・本取組を地域振興策と
していくための、町内
関係機関との連携強化。
・芋焼酎の販売継続のた
め、取組母体へのサツ
マイモ栽培農家の加入
促進。

具体的な取組

○荒廃農地を農業委員会が
主体となって再生。

○再生後にソバ、サツマイ
モを作付け。

○定植作業と収穫作業は放
課後子供教室の食育プロ
グラムのひとつとなって
おり、小学生も参加。

○収穫したソバやサツマイ
モはイベントでの販売、
食育プログラム内での活
用、芋焼酎への加工に供
される。

○再生利用が加工品販売
まで発展し、農業委員
会の活動を契機とした
地域振興としての効果
が生まれた。

○農業体験を通じて農業
の楽しさや食の大切さ
を小学生に伝えること
が出来た。

-
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再生面積：約５ (平成 年末累計) 取組年次：平成 年～ha 28 19
作付作物：そば 販路：ＪＡくるめ、道の駅くるめ他

:活用した事業

久留米市遊休農地対策モデル事業(久留米市単独事業、再生作業等に活用)

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金、荒廃農地等利活用促進交付金

(農林水産省所管事業 再生作業等に活用)、

【福岡県久留米市山本・草野区】

そばの作付けによる、荒廃農地の解消と発生防止に向けた取組

主な取組主体：農事組合法人 山辺の里

再生された農地でのそば収穫風景

○概要

久留米市の遊休農地対策モデル事業の事業開始を契機に、生産組合を立ち上げて

そばの作付けによる荒廃農地の再生利用を開始。そばによる６次産業化にも取り組

む。
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山本・草野地区は耳納北麓に位置し、米をはじめ植木・柿・花き・桃などが主に作

付けされる地域で、植木は全国でも有数の産地となっている。

近年は、同地区に山間部が含まれることや植木や果樹など農産物の価格低迷などに

より荒廃農地が発生し、市内の他の地域よりも多い傾向にある。

(１)取組が開始された背景

本事例の取組主体である(農)山辺の里の髙良代

表は、山本地区を中心に桃や植木の生産販売を行

っていた。

平成 年に久留米市の単独事業である久留米市19
遊休農地対策モデル事業が予算措置され、その事

業を活用した再生作業に取り組んだことを契機に、

省労力で作付け可能なそば栽培による荒廃農地の

再生利用に取り組むこととなった。

(２)対象用地の選定

髙良代表は農業委員を努めていた経験もあり、地域の農地の状況はおおよそ把握出

来ていたため、当初は再生作業にあまり手間のかからない荒廃農地を、髙良代表自ら

選定していった。

(３)土地利用調整の経過

選定した荒廃農地の所有者に対しては、髙良

代表自ら借り受けと再生利用について交渉を行

っている。

交渉が成立し、再生利用に取り組む際は、利

用権設定により対応している。所有者の心情と

して、農地を売るよりも貸す方が安心し易いた

めである。

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(農)山辺の里

代表の髙良さん(右側)とＪＡくるめ東

部支店営農推進担当の倉光さん

再生され播種を待つ農地
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(４)再生作業

当初は、再生作業が容易な荒廃農地を選定していたが、山本･草野地区は柿や植木な

どの生産が盛んであるため、これらに供されていた荒廃農地の再生作業は伐採･抜根が

必要であり再生には多くの時間と労力、経費を要する状況である。特に植木生産に供

40aされていた荒廃農地は、再生への作業期間及び経費を非常に多く要する。例えば

の再生には、多くの人員を使いながら、３週間程度の期間を要している。

なお、重機を用いた再生作業には、自己で所有している重機だけでは足りず土地改

良組合で管理されている重機や業者の重機も活用して再生している。さらに、再生作

業時には、効率的に農作業を行えるよう、畦とりを併せて実施することもある。

また、そばは天候で収量が大きく変動するため、収量の安定化が課題であったが、

平成 年度の再生作業からは排水対策にも取り組み、収量が向上することとなった。28

(５)作付け指導

髙良代表は、本来桃や植木の生産農家であったため、そば生産の経験はなかった。

このため、当初は県普及指導センターの職員の指導を受けて技術を習得し、その後は

先進地に自ら出向き研鑽を積んでいる。

再生前(耕作放棄地再生利用緊急対策交付金(現

荒廃農地利活用促進交付金)が活用されたもの)

再生作業中

再生作業後
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(６)現在の状況

当初は、髙良代表と仲間数人で取組を開始し、平成 年にそばの生産組合を設立、22
平成 年には、生産組合を母体に農事組合法人 山辺の里として法人化した。27

現在は、再生した荒廃農地を含む農地に春そばを約８ 、秋そばを約７ 作付けha ha
している。

(７)販路確保

収穫されたそばは、そば粉や乾麺などに加工し、ＪＡくるめ東部支店、道の駅くる

め、ＪＡくるめ直売店、ＪＲ久留米駅の土産店などで販売している。道の駅などいく

つかの販売所は髙良代表自ら販路開拓をしたものである。

加工には、地域に玄ソバ(殻のついたままのソバの実)を乾麺に加工する工場があっ

たことから、試験的に乾麺の製造を依頼したところ良好であったため、現在も継続し

て取り組んでいる。なお、現在流通している乾麺の包装には６次産業化支援策が活用

されている。

20a 28荒廃農地再生の取組を開始した最初の年は 程度の再生面積であったが 平成、 、

年には１年で約 を再生している。また、平成 年度は約 が再生される予定と60a 29 70a
なっており、これまでの累計再生面積は約５ に達する。久留米市では国の事業であha
る荒廃農地等利活用促進交付金の上乗せ助成支援があり、このことも再生利用促進に

寄与している。

(農)山辺の里の取組をみて、離農を検討している農家や荒廃農地を所有している農

家などから再生利用をして欲しいと相談が来ることもあり、再生後に所有者から感謝

されることも多い。

また、地域の農業者から「荒廃農地を再生してそばの作付けをしたいがどうすれば

よいか」などの相談を受けるなど、地域の荒廃農地再生利用促進に大きく貢献してい

る。

なお、近年では再生利用だけではなく、生産されたそばの美味しさをより多くの消

費者に伝えるために、ふるさとくるめ農業まつりやＪＡくるめ東部支店感謝祭など、

様々な農業イベントでそば打ち体験を実施している。

既に着手しているが、６次産業化により生産から販売加工まで幅広く取り組みたい

と考えており、現在はＪＡと協力して茶そばの製造、販売を検討している。また、外

皮を除いたそばの方がそば屋の需要が多いことから、今後はその状態での販売も検討

している。

このため、規模拡大を進めるために、より営農条件の良い農地を利用していく必要

があると考えている。

３．取組の効果

４．今後の課題・方針
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規模拡大に際し、主な課題は機械化の推進であり、乾燥機や選別機を組織で整備し

、 。 、 、ていきたいが 高額であり厳しい部分もある また そばは種子更新が必要であるが

種子が高額であるのが難点である。

このような課題等を踏まえ、今後もそばの生産と販路拡大のため、荒廃農地のみな

ならず、それ以外の農地も含めて生産規模拡大を推進するとともに、市内の飲食店で

使用してもらうなど、地産地消を推進することで、地域の新たな特産物としてのブラ

ンド確立を目指しながら、組織及び地域農業の維持・発展を図っていきたいと考えて

いる。

○問い合わせ先

0942-30-9163久留米市農政部農政課 ℡：
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再生面積： 取組年次：平成 年～20a 26
作付作物：ミカン他 販路：－

:活用した事業

－

【佐賀県多久市長尾区】

廃園が検討されていたミカン園を購入すると共に、オーナー制度導

入によりミカン園の荒廃を防止

主な取組主体：農園「風」(ふう)

農園から見た天山(九州百名山のひとつ、標高 )1,046.2m

○概要

元教員の農園代表が、廃園が検討されていたミカン園を購入し、一部を再生して

農園を開設。ミカンの樹のオーナー制度導入等によりミカン園の荒廃を防ぐ活動を

実施。
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多久市は佐賀県北部に位置し、ミカンを主とした果樹、米、野菜生産地帯となって

いる。近年では、ミカンの価格低下に起因する後継者不足、鳥獣害等の要因により荒

廃農地が目立ちつつある。

(１)取組が開始された背景

本事例の取組主体である農園「風」

、(ふう)の森代表は元教職員であったが

教職員時代からボランティアでいろい

ろな体験教室を開催するなど、多彩な

活動を行っていた。

教職員を退職後に、昭和 年代に開30
墾されたミカン園で果樹農家を営んで

いた小柳氏が離農を検討していること

を偶然知ることとなり、このまま廃園

となることが惜しまれたため、同氏の

農園の一部を購入しミカン園を開設する

こととなった。

園内の一部でオーナー制度が導入され

ることとなったが、家族団らんの場としても喜んでもらえるのではないかという、元

教職員としての発想もあった。

(２)対象用地の選定

ミカンの樹のオーナー制度の導入を

踏まえ、農園としての利用の容易さを

考えて、小柳氏の園内のうち傾斜が比

較的緩やかで、舗装済みの道路が整備

されている区域 を購入することとな70a
った。

(３)土地利用調整の経過

、 。小柳氏が伐採したミカンの樹を片付けていたのを 森代表が散歩中に偶然見かけた

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森代表夫妻(右

側)と前園主の小柳夫妻

取園内には舗装路が設置され、農作業が

容易となっている
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森代表が話しかけたところ、廃園が検討されていることを知ることとなった。翌日に

は小柳氏に購入の意思が伝えられ、平成 年２月に購入に至った。26

(４)再生作業

購入した のうち は雑木が茂70a 20a
っていたため、森代表自らチェーンソ

ーで伐採作業を行った。また、重機を

所有している知人がいたため、整地作

業などに協力を得ることが可能となっ

た。

(５)作付け指導

、 、 、 、森代表自身はそれまでミカン栽培の経験がなかったため 選定 施肥 摘果作業等

小柳氏の指導を受けながら栽培が始まった。今でもミカンの樹のオーナーが作業する

際は小柳氏の指導がある。

(６)現在の状況

購入した の園には 本のミカンの樹があり、うち 本は観光ミカン園とし70a 350 250
て森代表が管理し、 本はオーナー用に供されることとなった。ミカンの樹のオー100
ナーを募集したところ。最初の年(平成 年)に 人の応募があり、翌年は 人の27 20 100
応募があった。平成 年は親子 組に限定して募集している。ミカン園以外に梅林29 10
や茶の木も小柳氏が所有しており、オーナーが利用することもある。

、 、 、 、 、 、なお 再生された の園地には 桃 スモモ リンゴ イチジクなどが植栽され20a
ミカンと共にオーナーの利用に供されている。

オーナーの中には、農業作業の体験を通じて農園所有の意向を持つ人も出てきた。

後継者不足が懸念される中、新たな受け手となる可能性もある。

将来的にこのような取組を生業としていけば、地域産業となるのではないかと考え

られている。

オーナーの中には正月を越した後のミカンが欲しいとの人もいる。それに応えるた

めに、近隣のミカン園のミカンを販売することが出来れば、地域のミカン園全体によ

い効果をもたらすことも考えられる。

家族でオーナーとなる人が多く、ミカンの収穫などを通じて家族の絆が深まってい

る。

３．取組の効果

園内には森代表が設置した獣害防止柵

が設置される
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将来的には、ミカン園を基に地域の人を巻き込んで６次産業化まで進めていきたい

と考えられている。

風で収穫されたミカンを小学生が搾ったジュースや、近隣で収穫されたソバを使っ

た 割ソバが地域のイベント時などにふるまわれることがある。10
このような取組を将来的に業とし、地域産業まで進めていくことも検討されている

、 、 。が 販売先の確保 商品にいかに付加価値を付けていくかといった考察が必要である

そのためには、栽培や販売だけではなく、企画や広報に長けた者の確保も必要であ

り、今後取組を進める上でコーディネーター的な役割を担える者の確保も課題となっ

ている。

○問い合わせ先

2327-8佐賀県多久市南多久町大字長尾

農園「風」 ℡： (森代表)080-3706-2393

４．今後の課題・方針

再生された園地に定植された桃の樹栽 培 風 景
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再生面積： 取組年次：平成 年～14.4a 29
作付作物：サツマイモ 販路：菓子製造業者

:活用した事業

－

【長崎県長崎市外海地区】

荒廃農地を再生しサツマイモを栽培し、地域の特産品として加工･

販売

主な取組主体：グループ「外海の里から」

再生した農地で栽培されるサツマイモ

○概要

供給が不足している特産品「かんころ」に着目し、地域おこし協力隊員が中心と

なって荒廃農地を再生し原料となるサツマイモ栽培を開始。かんころの加工販売ま

で取り組む。
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長崎市外海地区は長崎県本土西部の西彼杵半島西岸に位置し、地区内には世界文化

遺産候補の構成資産である出津･大野集落がある。

海際まで山地が迫り平野部が少なく、地質はその殆どが変成岩で構成され土壌も豊

、 。かとは言い難い中 急傾斜地が開墾され段々畑や棚田が形成され農業が行われてきた

特にサツマイモ栽培は近世以降の食料事情の改善に寄与した。

その後長らくサツマイモは当地の常食となり栽培も続けられてきたが、現代の食生

活の変化、急傾斜地での営農が高齢農家には厳しいことなどから、荒廃農地が増加し

つつある。

(１)取組が開始された背景

本事例の取組主体であるグループ「外

海の里から」会長の嶋田純人氏は、平成

年に地域おこし協力隊員として外海27
地区に赴任してきた。

「かんころ」は収穫されたサツマイモ

のうち食べきれないものをスライスして

湯がき、乾燥させた保存食であり、これ

を蒸してもち米とついたものを「かんこ

ろ餅」といい、当地の数少ない農産加工

品として現代にも受け継がれている。か

つては各家庭で作られていたが、近年は店

での購入が増えており、かんころの需要は

依然としてあるものの、地元でサツマイモ

栽培が減少したため、供給が不足するという状況にあった。

このため、嶋田氏が中心となり荒廃農地を利用してサツマイモを栽培し、地元産品

としてのかんころを蘇らせることが考えられた。

(２)対象用地の選定

一筆当たりの面積が広く農業用機械が出入り可能で、傾斜が比較的少ない場所を条

件として、会員が過去に作付けを行っていた荒廃農地が選定された。

(３)土地利用調整の経過

最初の取り組みでは会員の農地が活用されたが、今後の取り組みにおいては嶋田氏

が赴任後２年半しか経っていないこともあり、地元の人にも加わってもらって所有者

との交渉が進められる方針となっている。

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嶋田さん(向かって右

側)、会員の田添さん(左側)と大谷さん

写真のヤギは管理(草刈)の役目を果たしている

-17-



(４)再生作業

嶋田氏が中心となり当初４名で取り組みが開始されたが、声かけと口コミで会員は

９名となった。荒廃期間が３年程度であったため、草刈機５台を活用し９人の手によ

って再生作業が行われた。

再生後は農地の管理保全を目的としてヤギ２頭が放たれている。

(５)作付け指導

品種は当地で古くから作付けされていたものが選定され、栽培経験の長い複数の農

家に栽培指導を仰ぐこととなった。生産性の向上面よりも、地域の農業者に経験を語

ってもらい、より地域に溶け込んだ形での取り組みとすることが重視されている。

(６)現在の状況

平成 年より再生した農地 で栽培を開始、収穫されたサツマイモはかんころ29 14.4a
に加工されることとなったが、地区内で利用されていなかった倉庫を加工場用に借り

受けることが出来たため、ここで加工作業が行われている。

再 生 後再 生 作 業

会員による定植作業 定植直後の状況。獣害対策用に電柵も設置

-18-



(７)販路確保

取り組み開始と同時並行で地元のかんころ餅製造業者４社と交渉が始まった。４社

とも地区外の業者からかんころを購入していたが、地元産のものが確保出来ることと

なるため、交渉は比較的スムーズに進むこととなった。これまでに製造したかんころ

は完売の状況となっている。

荒廃農地の再生により、地域の人々の関心を集めることとなった。この取り組みを

通じて様々な年代の者が集まって共に活動をする機会が出来た。

当初予定していた収量には達しなかったが一定の収穫は確保でき、かんころも完売

となった。需要があることが確認出来たため、今後近隣の荒廃農地の再生利用を検討

することが可能となった。

サツマイモは比較的栽培が容易な作物とされるが、色合い等によっては加工用であ

っても商品価値が下がることが多く、病害虫対策を徹底する等、きめ細やかな管理が

必要である。

取り組みを行っている農地の周辺に限らず、地区一帯に荒廃農地が発生しているた

め、有害鳥獣が増加しその被害も大きい。これには周辺の整備も並行して行い、鳥獣

害対策を万全に行わなければならない。

取り組みを続けていけば会員もまた高齢化が進み、サツマイモのような重量作物の

農作業は厳しくなる。継続面からも、地元雇用も視野に入れつつ、会員以外の地区住

民にも作業に加わってもらえるような仕組み作りが模索されている。

今回の取り組みで収穫したサツマイモのうち、かんころの加工に適さない小さなも

のは地元飲食店に提供したが、来年以降は商品として販売出来るよう検討が進められ

ている。

３．取組の効果

４．今後の課題・方針

収穫には地元小学生も参加 加工作業用に作られたスライス器は会

員の大工さんが作製
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荒廃していることが多いとはいえ、生産基盤である農地自体は存在する。需要が見

込める作物さえ栽培すれば地元産業になるはずであり、今後も地区の財産である農地

の有効利用を進める方針としている。来年は隣接する荒廃農地 を新たに借り受け20a
て再生利用が予定されている。

急傾斜地の上、小面積の農地が多いため、作業効率が悪く作業中の危険も多い。農

業の自動化支援など新技術の導入が進めば、当地のような急傾斜地でも活路は見出せ

ると考えられている。

○問い合わせ先

095-820-6561長崎市農業委員会事務局 ℡：

乾燥行程中のかんころ

かんころ餅
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再生面積： (平成 年末累計) 取組年次：平成８年～10ha 28
作付作物：ミカン他 販路：ＪＡ、直販他

:活用した事業

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金(再生作業に活用)

【熊本県熊本市河内地区】

利用集積に取り組む中で、荒廃したミカン園の再生利用を実践

主な取組主体：(有)寺本果実園

標高約 に位置する寺本果実園の園地150m

○概要

曾祖父から続くミカン園の後継者が、利用集積を実践する中で荒廃したミカン園

を再生利用。農福連携にも取り組む。
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熊本市西区河内町(河内地区)は熊本県内でも屈指のミカンの産地であり、江戸時代

に当時の領主がミカン栽培を奨励したことがその起源とされ、 年以上の歴史があ230
る。

寒暖差、土壌、良好な陽あたり等、ミカン栽培に適した同地区であるが、近年は高

齢化や後継者不足などにより荒廃農地が増加し地域の課題となっている。

(１)取組が開始された背景

本事例の取組主体である(有)寺本果実園の寺

本代表は、曾祖父の代から続くミカン園の後継

者として平成 年に自営業から転身、就農する15
こととなった。先代の頃には県内の複数の市町

村に寺本果実園の園地があったが、場所が離れ

すぎていたり、良質なミカンが収穫出来ないと

ころは手放し、河内地区に園地を集約しようと

考えた。

本来であれば荒廃農地となる前の段階で園地

を活用出来れば最良であるが、園地の所有者の

意向等もあり、結果的に同地区内で既に廃園と

なっていたり廃園が検討されている園地を活用

することとなった。

(２)対象用地の選定

河内地区の中で良質なミカンが収穫出来る場所等、条件のよいミカン園を寺本代表

自ら選定し、所有者と交渉を行っていった。

(３)土地利用調整の経過

条件のよいミカン園は購入したいが、所有者との交渉に時間を要することも多く、

交渉期間中に荒廃が進んでしまうこともあった。このため、現在は貸借によって利用

がされている。貸借契約後、栽培状況を所有者が見て交渉がまとまり売買に至ること

もある。

(４)再生作業

再生作業用の重機(ユンボ)４台を所有しており、これを活用して従業員が再生作業

を実施している。

なお、作業効率向上面から園内に舗装路を設置することもあるが、舗装路を設置す

るために一旦既存の石垣を崩し、設置後に積み直すこともあるなど、従業員総出で作

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寺本代表
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業されている。一部の園地では耕作放棄地再生利用緊急対策交付金が活用されたが、

活用に際しては熊本市役所担当部局の丁寧な支援があり、活用に痛痒を感じたことは

なかった。

(５)作付け指導

寺本代表自身は就農前は自営業をしていたが、年少の頃毎日のように農作業を手伝

っていたため、この経験を活かし就農後は自己研鑽で技術を向上させていった。

(６)現在の状況

再生された園地では温州ミカンの他ネーブルやデコポンなど多彩な品種の柑橘類が

作付けされている。利用集積も進み効率的な農作業が可能となった。

また、収穫したミカンを原料にしたジュースも販売され好評を得ている。

再生前 再生作業中

再生と並行した石垣の整備 再生後

再生された園地での定植作業 定植作業終了後
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これまでの再生面積は累計に にも及ぶこととなった。ミカン園は荒廃させると10ha
近隣の園地にも病気が流行ってしまう。このため、近隣のミカン農家から再生しても

らって助かった、との声がよくある。

前述のとおり河内地区は良好なミカンを収穫できる要素が揃った地区であり、ミカ

ン園は同地区の共通の財産とも言え、これが再生利用されることは大きな意義があっ

たものと考えられる。

また、寺本農園は先代から 年以上、知的障がい者を雇用してミカン栽培に取り組40
。 、 、んできた 当初は人手不足に対応するための雇用であったが 次第に精神的な自立や

自然の中で作業することで感動が生まれることなどを代表自ら実感し、ひとりでも多

くの障がい者にこのことを体験してもらいたいとの思いかから、 年には 法2004 NPO
人「オレンジワークの会」を立ち上げて、農福連携にも取り組んでいる。

鳥獣害対策、特にイノシシの対策には苦労されている。もともと５ 程度の収穫がt
見込める園地が、獣害により 程度の収穫しか得られなかったこともあった。こ300kg
のため、園地を囲む形で電柵と防止ネットが設置されている。設置に際してはイノシ

シの蛮力に対抗できるよう、支柱の数を増やす、深い場所まで支柱を打ち込む等の工

夫がされている。

一事業主としては従業員の生活維持が最大の課題であり重視しなければならない方

針でもある。寺本果実園では農福連携にも取り組んでいることからも、このとことが

重要事項といえる。

なお、これまでも同園では除草剤を使わない手作業での管理、減農薬での栽培等、

おいしくて安全安心なミカンを提供するよう取り組んできた。また、糖･酸度センサー

の導入により、より質の高い柑橘類の提供にも注力してきたところであり、今後とも

３．取組の効果

４．今後の課題・方針

「オレンジワークの会」で加工されるジュース
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この方針は継続される。

また、河内地区の中でも特に良好な営農条件を持つ園地は、地区内の共有財産であ

り、これからも再生利用や荒廃からの未然防止に取り組むことにより次世代への財産

として残していきたいと考えられている。

○問い合わせ先

2543熊本県熊本市西区河内町船津

096-276-1047(有)寺本果実園 ℡：

設置された獣害防除柵。

柵の高さや支柱の強度が独自に工夫されている。
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取組面積※： 取組年次：平成 年～12.8ha 28
作付作物：醸造用ぶどう 販路：酒類製造会社

:活用した事業

国営緊急農地再編整備事業(駅館川地区)

耕作放棄地再生利用緊急対策事業（国基金事業）

鳥獣害防止総合支援事業 （国補助事業）

活力あふれる園芸産地整備事業（県単事業）

※荒廃農地を含む農地全体面積

【大分県宇佐市安心院町矢津地区】

国営事業に参入し、整備された農地で醸造用ぶどうを栽培

主な取組主体：(株)石和田産業

○概要

国産ワインの需要拡大に伴い酒類製造会社の出資で農業生産法人を設立。規模拡

大のため国営事業に参入し、荒廃農地を含む農地を取得し、整備された農地で醸造

用ぶどうを栽培

整備された農地に設置されたぶどう棚

-26-



宇佐市安心院町一帯は、昭和 年代から国営事業(国営駅館川総合農地開発事業)の40
実施により、山林原野を開墾し造成された樹園地でのぶどう栽培と併せて、周辺の水

田部で水稲を中心に大豆、稲発酵用粗飼料用稲を組み合わせた農業経営が展開されて

いる。

近年では、ぶどうをはじめとした農産物価格の低迷に伴う営農意欲の減退、後継者

不足、農業従事者の高齢化等により荒廃農地が増加傾向となっている。

(１)取組が開始された背景

本事例の取組主体である(株)石和田産

業は、宇佐市内の酒類製造会社「三和酒

類(株)」の出資により設立された法人で

ある。

設立前から三和酒類(株)ではワインが

醸造されていたが、地元産醸造用ぶどう

の生産量低下に伴い自社での高品質なぶ

22どう栽培に向けた検討が始まり、平成

年に農業生産法人として(株)石和田産業

が設立され、耕作放棄地再生利用緊急対策

事業等を活用し、荒廃農地等 を再生5.6ha
した農地でのぶどう栽培が始まった。

その後、国産ワインの需要拡大と人気の定着状況を踏まえ、更なる規模拡大の検討

が始まった。その頃、地区内の荒廃農地の再生を含む区画整理や農業用水利施設の改

修等を目的とした「国営緊急農地再編整備事業」実施の動きがあり、宇佐市等関係機

関から参入の声かけがあった。

調整の結果、平成 年 月に宇佐市と(株)石和田産業とで国営事業で農地整備す28 11
る矢津工区に荒廃農地を含む農地 の規模拡大を行う旨の協定が締結され、整備12.8ha
された農地でのぶどう栽培に取り組むこととなった。

(２)参入農地の選定

国営事業実施区域の中でも、農薬等のドリフトや病虫害の影響を考え、周囲に異な

る作物が栽培されず、同一作物であるぶどう栽培のみを行え、取得可能な場所が位置

選定された。

(３)土地利用調整及び工事実施調整

国営事業実施に伴う地権者交渉等は関係機関（国・県・市）の事業担当部局により

行われ、また、工事発注から実施段階で、毎月、関係機関と(株)石和田産業で打合せ

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石和田産業大隈代表(中央)、中尾取

締約(向かって右側)、安心院葡萄酒工房古屋工場長
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を行いながら事業が実施されている。

(５)作付け指導

平成 年に(株)石和田産業が醸造用ぶどうの作付けを開始した際は、県の農業普及22
指導員の指導を仰いだ他、近隣農家との情報交換も行い、品種選定や栽培技術の習得

がされている。

現在でも醸造用ぶどう栽培の先進地から品種選定に関する情報を得るなど、研鑽が

続いている。

(６)現在の状況

平成 年２月末の段階で、矢津工区の農地 を取得し、そのうち約 のほ場30 8.1ha 4ha
にぶどう棚が設置されており、３月末までには定植が完了することとなっている。

残りの農地についても、平成 年度中にぶどう棚の設置や定植が行われ、平成 年30 34
からの収穫が予定されている。

、 、 （ ）、営農に先立ち ぶどう棚等については 活力あふれる園芸産地整備事業 県単事業

鳥獣害防止柵については鳥獣害防止総合支援事業（交付金）が活用されている。

施肥され定植を待つ農地 設置された鳥獣害防止柵

再 生 後再生前（支障物撤去・伐採後）
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(７)販路確保

収穫された醸造用ぶどうは、全て三和酒

類(株)のワイン醸造用部門「安心院葡萄酒

工房」に出荷され、安心院ワインとして醸

造される。

国営事業への参入による取り組みのため、大規模な農地を集約して取得することが

可能となった。また、規模拡大に伴い地元雇用の検討が始まっている。

自社栽培のぶどうをワインに加工するため、生産から加工販売までの一貫性を付加

価値とした商品ＰＲが可能となっている。

平成 年に荒廃農地を再生利用したぶどう園は、対象農地が幹線道路周辺に位置し22
ていたため、景観向上に資する効果があり、付近の複合レジャー施設「家族旅行村安

心院」を訪れた人の好評を得ている。

ぶどう栽培は手作業に頼る部分が大きいが、規模拡大を進める中で機械化も検討し

なければならない。欧州で広く行われている「垣根仕立て」の栽培方法は農作業の効

率化や機械化面でも有効であり、国内でもこれを導入する事例が増加しつつあるが、

収穫期の降雨対策等により(株)石和田産業では導入されておらず、今後の検討課題と

なっている。

ぶどう農家から営農が困難となった農園の引き受けについて相談が来ることもある

が、小面積の分散した圃場は農作業の効率面を考えると引き受けは難しい。

、 。 、ぶどう栽培はその栽培形態から 荒廃してしまうと再生は困難を極める このため

離農を検討する農業者がいる場合は、荒廃が進行する前に受け手を確保出来るような

システム作りが特に必要である。

○問い合わせ先

096-211-9111九州農政局農村振興部農地整備課 ℡：

３．取組の効果

４．今後の課題・方針

安心院葡萄酒工房で醸造されたワイン
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再生面積： (平成 年末累計) 取組年次：平成 年～1.7ha 28 25
作付作物：そば、サツマイモ、もち米 販路：イベント販売(そば)、酒造会社

(焼酎)他

:活用した事業

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金(農林水産省所管事業、再生作業に活用)

【宮崎県川南町】

農業委員会が荒廃農地の解消に取り組み、小学生の農業体験と食育

にも繋がる

主な取組主体：川南町農業委員会

再生された農地で栽培されるそば

○概要

農業者からの相談を契機に「川南町農地活性化プロジェクト」を立ち上げ、農業

委員会が主体となって荒廃農地の再生利用を開始。教育委員会と連携した食育や加

工品にも取り組む。
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川南町は宮崎県のほぼ中央部に位置し、暖地としての特性を活かした作物の選択･技

術の高度化により、広大な農地を活かした露地栽培が展開される一方で、畜産と施設

型農業を主体に生産が拡大されてきた。

近年は、農業者の高齢化や後継者不足により荒廃農地が増加傾向にあり、進入路が

狭く大きな農業用機械が入らない、陽当たりが悪い、不整形等、営農条件が厳しい農

地は再生後に再び荒廃することも少なくない。

(１)取組が開始された背景

平成 年に、体調不良と後継者不足によ25
り荒廃しつつあった栗園の所有者から、農

地の活用について農業委員会が相談を受け

る機会があった。

他市町村の解消事例等をみる度に川南町

農業委員会でも何らかの取り組みが出来な

いか検討されていたこともあり、農業委員

の提案をきっかけに「川南町農地活性化プ

ロジェクト」が策定され、農業委員会が主

体となって農地を再生し、そばの作付けに取

り組むこととなった。

(２)対象用地の選定

平成 年の取り組み開始時は所有者からの相談地が対象となったが、 年以降は25 26
受け手の確保や所有者による管理が困難な荒廃農地が選定されている。

(３)土地利用調整の経過

選定した荒廃農地の所有者に対して借り受けの交渉を行い、交渉が成立すれば地区

の農業委員が借り受けている。

(４)再生作業

最初の取り組みの再生作業のうち伐採や抜根作業は業者に委託、抜根後に地中に残

っている根の除去作業は農業委員総出で行われ、整地作業等も農業委員が所有する農

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川南町農業委員会橋口会長(中央)、

新倉事務局長(向かって左側)、三好事務局長補佐
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業用機械等が活用された。これ以降も農業委員会が再生主体となり、作業には農業委

員の農業用機械が活用されることが多い。

(５)作付け指導

最初の取り組みの際はそば、２年目以降はサツマイモが作付けされたが、地元に生

産者がいたため指導を受けることが出来た。収穫されたそばやサツマイモは、放課後

子供教室の中で食生活改善員に指導を受けながら料理実習などに活用されることとな

った。

(６)現在の状況

平成 年までに再生された荒廃農地は累計で となり、そば、サツマイモ、も28 1.7ha
ち米が作付けされている。

当初から定植や収穫作業は小学生も交えて行われ、現在は放課後子ども教室と連携

した食育プログラムとして、教育委員会の年間行事のひとつとなっている。

26そばから始まったが 芋掘りも楽しんでみてはどうかとの農業委員の提案もあり、 、

年からはサツマイモ栽培も始まった。

収穫したサツマイモは放課後子供教室の活動の中で活用されていたが、次第に余り

始めた。このため、焼酎の原料にしてみてはどうかとの提案が農業委員からあり、平

成 年には焼酎用に黄金千貫の作付けが開始され、焼酎の製造行程などに詳しい農業28

伐採後の土壌改良作業伐 採 作 業

再 生 後 再生された農地でのそばの播種

小学生の体験学習の場にも供される
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委員会事務職員の紹介により、黄金千貫と米麹用の川南町産「夏の笑み」が宮崎市内

の酒造会社に納品され焼酎に加工された。

黄金千貫の他に食育用に紅はるかや安納いもが作付けされており、いろいろな品種

で目先が変わるため小学生も喜んでいる。

(７)販路確保

収穫されたそばは、農業委員会が作ったそばとして町

内のイベント時等にそば粉、生めん、かけそばとして販

売されている。

焼酎は町内のイベントでお披露目があり町内限定で一

般販売される他、ふるさと納税にも活用されている。

普段飲み慣れている焼酎が好まれるため、芋焼酎を製

造しても売れないのではないかとの懸念もあったが、販

売後反響が大きかったため、今後も取り組みを継続する

こととなった。

本事例の特徴は、取り組みの主体が川南町農業委員会であるという点であり、再生

のための農業用機械やアイデアの提供等、各農業委員が大変協力的であることが成功

の大きな要因となっている。

農業委員会の活動ＰＲ面もあって始まった取り組みであったが、教育委員会と連携

した食育が加わり、加工品販売まで広がってきたため、農業委員会の活動を契機とし

た地域振興としての効果も発揮されることとなった。

このため、農業委員会独自の活動ではなく、川南町の地域振興を目的として関係機

関を巻き込んだ取り組みとすべきとの声も出て来つつある。

３．取組の効果

収穫されたサツマイモを原料と

する芋焼酎「トロントロン」

再生された農地でのサツマイモの定植 サツマイモの収穫風景
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町内の荒廃農地 の再生利用が進んだことはもちろんであるが、放課後子ども1.7ha
教室の活動に寄与し、農業体験を通じて農業の楽しさや食の大切さを伝えることが出

来たことも大きな効果と考えられる。

放課後子ども教室の活動時期がある程度決まっていること、苗を無償で提供を受け

ていたこと等により、作付け時期のスケジュール調整に労を要していたが、子供教室

の活動時期にあわせた苗の購入、関係機関との連携強化により調整は容易になりつつ

ある。

川南町全体の地域振興策としていくためには、町内の関係機関との関わりを更に進

めていく必要がある。焼酎の反響が大きかったこともあり、今後は取り組み母体とし

てさつまいもの生産者を構成員に加えることも考えられている。

川南町は温暖な気候により二毛作、三毛作が可能な土地であり、本取組を契機とし

て、荒廃農地に限らず農地の有効利用の観点からそばを水田裏作の振興作物とし、そ

ば打ち体験等の実施によりそばの需要拡大による産地化も検討されている。

○問い合わせ先

0983-27-8016川南町農業委員会事務局 ℡：

４．今後の課題・方針
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荒廃農地の解消に活用できる平成30年度予算事業

荒廃農地解消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

(１)事業名：機構集積支援事業
No.1【機構集積支援事業】

遊休農地の所有者の利用意向調査、所有者不明農地等の権利関係調査、支援内容

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

(２)事業名：農地利用最適化交付金
No.2【農地利用最適化交付金】

農地利用の最適化のための農業委員及び農地利用最適化推進委員の積極支援内容

的な活動に要する経費を交付

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
No.3 【荒廃農地等利活用促進交付金】

農業者、農業者組織（任意組織、法人組織、参入企業等）等が、荒廃農支援内容

地等を引き受けて営農を再開するために行う、再生作業、土壌改良、営

農定着、加工・販売の試行、施設等の整備を総合的に支援

・対象者:農業者、農地中間管理機構、農業者等の組織する団体、農業対象者･要件等

へ参入する法人等

・要 件:認定農業者等であること。再生利用活動は農用地区域内の1号

遊休農地で10アール当たり10万円以上の費用を、また、発生

防止活動は農用地区域内の2号遊休農地で10アール当たり4万

円以上の費用を要すること。
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○再生後の導入作物として茶や薬用作物を検討したい

事業名：産地活性化総合対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制

強化促進事業
No.4 【 】産地活性化総合対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業

茶や薬用作物などの地域特産作物について、生産性の向上等による競争支援内容

力強化を図るため、地域の実情に応じた生産体制の強化、需要の創出な

ど生産から消費までの取組を総合的に支援

・対象者:農業協同組合、農業生産法人、協議会、都道府県、市町村、民対象者･要件等

間団体等

・要 件:全国的な支援体制の整備に関しては全国組織等による事業であ

ること、茶の改植に取り組む場合は支援対象面積の合計が20a

以上であること等、個別の支援メニューの要件を満たしている

こと

○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飼料増産対策事業
No.5 【 】飼料増産総合対策事業のうち国産飼料増産対策事業

コントラクター等の機能高度化による国産粗飼料の生産・利用拡大、放支援内容

牧等を活用した肉用牛・酪農の基盤強化、子実用とうもろこし等の国産

濃厚飼料の生産・利用体制の構築の取組等を支援

・対象者:農業者集団、民間団体対象者･要件等

・要 件:各取組により要件を設定

○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
No.6 【 】多面的機能支払交付金

農業者等による組織が取り組む、水路の泥上げ等の地域資源の基礎的保支援内容

全活動、植栽による景観形成等の農村環境の良好な保全といった地域資

源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動等を支援

・対 象 者:農業者等の組織する団体対象者･要件等

・対象農用地：農振農用地区域内の農用地、または、地方公共団体が多

面的機能の発揮の観点から必要と認める農用地

・活 動 期 間：原則5年間

-36-



(２)事業名：中山間地域等直接支払
No.7 【 】中山間地域等直接支払

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地支援内容

を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって

農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付

・対象者:集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継対象者･要件等

続する農業者・特定農業法人等

・対象となる地域及び農用地：

地域振興立法等で指定された地域において、傾斜がある等の基

準を満たす農用地

○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)

農地等利活用促進交付金No. 2

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. 3

担当：農村振興部農地整備課 096-211-9111(内線4789、4781)

産地活性化総合対策事業のうち茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進事業No. 4

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飼料増産対策事業No. 5

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. 6

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. 7

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、Ｐ37～38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。

lhttp://www.maff.go.jp/kyusyu/keikaku/kousakuhoukiti/top1.html
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