
平成25年12月 

不作付地の解消促進の取組事例 

１ 不作付地を社会福祉事業に活用                    〔 社会福祉法人 就労サポートセンター さつき 〕           青森県 平内町  

２ 不作付地を活用し、大豆生産を復活                    〔 村市地区集落営農組合 〕                        青森県 西目屋村  

３ 不作付地を活用し、飼料用米を大規模に作付               〔 農事組合法人 フラップあぐり北三沢 〕               青森県 三沢市 

４ 離農者の農地を建設会社が引き受け有効活用              〔 成和建設株式会社 〕                            岩手県 花巻市 

５ 青年海外協力協会が不作付地で米粉生産し海外支援        〔 公益社団法人 青年海外協力協会遠野事務所 〕            岩手県 遠野市 

６ 不作付地を活用し、耕畜連携の取組を実現              〔 担い手農業者 〕                                  宮城県 蔵王町 

７ そばの作付拡大に不作付地を活用                     〔 鬼首そば生産組合 〕                            宮城県 大崎市  

８ 市単独補助事業を創設して不作付地を解消                 〔 男鹿市 〕                                    秋田県 男鹿市 

９ 圃場の大区画化により不作付地を有効活用                 〔 有限会社にしき 〕                            秋田県 仙北市 

10  町単独補助事業を創設して不作付地を解消              〔 飯豊町 〕                                       山形県 飯豊町  

東北農政局 経営・事業支援部 担い手育成課 



不作付地を社会福祉事業に活用 

 ≪取組の概要≫ 
〔取組主体〕 社会福祉法人 就労サポートセンターさつき 
〔取組内容〕 地域の全水田（16ha）が不作付地となっていたが、うち９haを社会福祉法人 
      が借り受けて、平成22年から水稲栽培を開始。地域の農地保全のほか、肥培管 
           理等の作業を障害者が行うことにより一般就労作業の訓練としても活用。 
〔取組実績〕 不作付活用面積；９ha 
      （22年度：3.0ha、23年度：4.0ha、24年度：0.4ha、25年度：1,6ha） 

       作付作物；主食用米 

 

〔青森県平内町〕 

【水稲作業を通じ 
 た訓練の様子】 

【青森県平内町（茂浦地域）】  

≪具体的・特徴的な取組内容≫   
〔取組の契機〕平内町を拠点に活動している就労サポートセンターさつきは、平成22年に就 
      労支援事業の実施にあたり、障害者の作業訓練ができる町内の農地を探してい 
      たところ、茂浦地区に団地化している不作付地があることがわかり、自ら地権 
      者へ農地の貸借を働きかけ、貸借契約を締結し、水稲作業を通じた障害者の一 
      般就労作業の訓練を実施。     
〔工夫した点〕事業の初期投資費用を抑えるため、水田等の再生作業は職員から農機具を借 
            り受けて実施。 
              また、閉校した小学校を借り受けて農機具の保管場所や作業員の休憩所等と 
      しての活用を図った。 
〔課    題〕田植機やトラクターなどの農機具は、当初は支援を受けることができなかっ 
      たため職員から借り受けて対応。（その後民間の助成団体から支援を受けるこ 
      とができた。） 
〔今後の動向〕茂浦地域の16haの水田のうち、現状、不作付地となっている残り７haについ 
      ても３年を目処に借り受け、畦畔や用排水路の整備を進めながら、不作付地の 
      解消に向け取り組む予定。 
       また、水稲栽培が順調に推移した場合は、野菜の栽培も取り入れていくとと 
      もに、付加価値を高める栽培方法も模索していきたい。 
 

【解消された水田】 
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不作付地を活用し、大豆生産を復活 

 ≪取組の概要≫ 
 〔取組主体〕 村市地区集落営農組合 
 〔取組内容〕 村が地域の活性化のため、かつての地元名産の「目屋豆腐」の復活 
      を目指す取組を企画し、それを担うモデル組織を選定し、不作付地を 
      活用して大豆を生産。        
 〔取組実績〕 不作付活用面積；1.2ha（25年度） 
              作付作物；大豆 
      

【青森県西目屋村】  

〔青森県西目屋村〕 

 ≪具体的・特徴的な取組内容≫   
〔取組の契機〕村地域農業再生協議会が地域の活性化のため、かつての地元名産の「目屋 
      豆腐」を復活させたいと考えた。平成15年まで村で生産されていた原料大豆 
      の生産を復活させるため、それを担うモデル組織に村市地区集落営農組合を 
      選定し、県単補助事業の「農山漁村地域経営担い手育成システム確立事業」 
      を活用し、不作付地での大豆生産に取り組む。 
〔工夫した点〕村地域農業再生協議会が営農組合に対し耕作条件の良好な農地の情報提供 
      を行うとともに、地権者との仲介も行い、農地の貸借を促進。 
       農地の再生と農作業効率の向上を図るため、県単補助事業を活用して圃場 
      等の整備と大豆作業等の現場研修を実施。 
〔課   題〕規模拡大を図るためには、営農組合の一層の栽培技術の向上が必要。 

 〔今後の動向〕地域の不作付地の活用等による規模拡大とハウス栽培を導入するなどによ 
       り、安定した収益確保を図るとともに法人化を目指す。 
        併せて、より一層の大豆の栽培技術の向上を図り、それを原料とした地域 
       特産の「目屋豆腐」のブランド化を図り、地域の活性化へ繋げていきたい。 

    

【現場研修の様子】 

【解消された水田】 
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不作付地を活用し、飼料用米を大規模に作付 

 ≪取組の概要≫ 
〔取組主体〕 農事組合法人 フラップあぐり北三沢 
       25年度経営面積；91ha（ＷＣＳ:19ha、ＳＧＳ：69ha、主食用米：３ha） 
〔取組内容〕 ラムサール条約登録湿地である「仏沼」に隣接し、葦が繁茂するような湿 
      田のため地域の大部分が不作付地であったが、平成23年に基盤整備事業によ 
       り乾田化し区画を大規模化することで、当該地域の全農地（91ha）を引き受 
      けて、飼料用米の低コスト栽培を実現。 
〔取組実績〕 不作付活用面積；83ha（24年度：57ha、25年度：26ha） 
       作付作物；24年度：飼料用米、25年度：ＷＣＳ・ＳＧＳ 
      

【青森県三沢市（北三沢地域）】  

〔青森県三沢市〕 

≪具体的・特徴的な取組内容≫  
〔取組の契機〕 県民局・市が中心となり、当該地域の不作付地を低コストでの飼料用米の栽 
       培に活用することとした。その担い手として法人の立上げ（平成23年に14戸で 
       設立）を支援し、基盤整備事業により湿田の乾田化と区画の大規模化に取り組 
       む。 
〔工夫した点〕 県単独事業の経営体育成基盤整備事業を活用することで、湿田の解消と区画 
       の大規模化により省力化できる環境を整備し、低コスト栽培の飼料用米の作付 
             を実施。 
〔課   題〕基盤整備事業に係る農地所有者からの同意を得ることや「仏沼」への農薬の飛 
      散等の防止に苦慮した。  
〔今後の動向〕24年度は飼料用米のみであったが、25年度から新たにＷＣＳ・ＳＧＳにも取り 
      組む。将来的には、超省力化の栽培技術を確立、耕畜連携による循環型農業の取   
      組を加え経営の発展に繋げていきたい。 
     ※ ＷＣＳ(ホールクロップサイレージ)：もみと茎葉を乳酸発酵させた飼料 
               ＳＧＳ(ソフトグレインサイレージ)：もみだけを乳酸発酵させた飼料 

【解消された水田】 

【仏沼】 
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離農者の農地を建設会社が引き受け有効活用 

≪具体的・特徴的な取組内容≫   
〔取組の契機〕公共工事の減少により建設部門に余剰人員の雇用問題が発生したことと後継者 
      がいない高齢農業者からの相談が多かったことから、農業部門を創設し取り組む。 
〔工夫した点〕ＪＡいわて花巻からライスセンター施設を購入し、自社で修繕等を行い、自前 
      の乾燥調整施設として活用。 
       また、育苗施設（ビニールハウス）を離農者から譲り受けて移設するなど施設 
      の有効活用と経費を節減。 
        地域在住の高卒の新入社員を雇用（平成25年度４名）し、農業技術を学ばせな 
      がら本業の土木技術も取得させているほか、シルバー派遣等を活用し、地域にお 
      ける雇用の拡大に寄与。 
〔課   題〕圃場条件が悪い荒れた農地を整備する際、建設機械（重機）を利用し軽微な圃 
      場整備を行ったが、予想以上に費用がかさんだ。 
       建設会社の一部門であることから各種補助事業の要件に該当せず、農業機械購 
      入等について、会社本体の経費で購入する必要があり、大規模経営を継続する際 
      の課題。 
〔今後の動向〕将来展望として、今後も農地集積を進め、本業である土木技術と農業技術の継 
      承と後継者育成を図ることに努め、併せて、地域の高齢者の雇用を継続する等に 
      より、地域雇用の拡大に取り組み、地域農業の継承、耕作放棄地の解消と地域活 
      性化を目指したい。 

〔岩手県花巻市〕 

【岩手県花巻市（湯本地域）】  

 ≪取組の概要≫ 
〔取組主体〕成和建設株式会社 
       25年度経営面積；61ha（主食用米 37ha、小麦 ３ha、飼料用米 21ha） 
〔取組内容〕後継者等がおらず離農する高齢者の農地を引き受け、建設機械を活用して農地の再 
     生を図り、大規模に主食用水稲・飼料用米等の作付を展開。 
〔取組実績〕不作付活用面積；62ha 
      （21年度：22ha、22年度：９ha、23年度：６ha、24年度：８ha、25年度：17ha） 
      作付作物；主食用米・飼料用米・小麦 
       

【収穫作業の様子】 

【育苗作業の様子】 

４ 



【支援玄米粉】 

  ≪具体的・特徴的な取組内容≫   
 〔取組の契機〕青年海外協力協会が被災者支援のために遠野事務所を設立したこ 
       とを契機に、協会と市が連携して不作付地や耕作放棄地に米粉用玄 
       米を生産することとし、当該法人が地権者から貸借契約・特定農作 
       業受委託契約を締結し農地を再生。 
 〔工夫した点〕不作付地等については、効率的に農地の再生を実現するため市の 
       補助事業「遠野市タフ・ビジョン推進事業（耕作放棄地解消対策事 
             業）」を活用。 
 〔課   題〕他地域への波及のためには、海外支援等に取り組む組織への情報 
      提供及び支援事業の予算の確保が必要。 
〔今後の動向〕今後も、海外への支援を増進する場合は不作付地を活用し米粉生 
      産を行っていきたい。 
                                                     

青年海外協力協会が不作付地で米粉生産し海外支援 

 ≪取組の概要≫ 
〔取組主体〕公益社団法人 青年海外協力協会 遠野事務所（ＪＯＣＡっぱハウス） 
〔取組内容〕青年海外協力隊のＯＢ、ＯＧで組織する法人である青年海外協力協 
          会が、被災者支援のために遠野事務所を設立したことを契機に、不作 
     付地を活用し米粉用玄米を生産し、収穫した玄米を米粉に加工し途上 
     国（アフリカなど）へ輸出。 
〔取組実績〕 不作付活用面積；2.1ha（24年度：1.5ha、25年度：0.6ha） 
       作付作物；米粉用米 
 

【岩手県遠野市（上郷地域）】  

〔岩手県遠野市〕 

【田植えの様子】 

５ 



不作付地を活用し、耕畜連携の取組を実現 

 ≪取組の概要≫ 
 〔取組主体〕 担い手農業者 
 〔取組内容〕 町が地場産飼料生産による安定供給の確保と購入飼料価格の高騰等に 
      よる畜産農家の経営リスクを抑えるため、地元農業者へ働きかけ農地と 
      して活用されていない不作付地を活用し、耕畜連携の取組を実現。 
 〔取組実績〕 不作付活用面積；2.5ha（24年度：1.0ha、25年度：1.5ha） 
         作付作物；飼料用米・ＷＣＳ用稲 

〔宮城県蔵王町〕 

【収穫作業の様子】 

【宮城県蔵王町】  

≪具体的・特徴的な取組内容≫   
〔取組の契機〕農地として活用されていない不作付地を活用して地場産飼料の生産を 
      行うことで、農地の有効活用、畜産農家の飼料の安定供給、経営リスク 
      を抑えるという課題を解消するため、町が耕畜連携の取組を働きかけ。 
〔工夫した点〕耕畜連携の取組拡大に向け、蔵王町土地改良区の担い手部会と農機具 
      メーカー等から直播栽培の技術指導を受けることで、飼料の低コスト栽 
      培へ繋げた。 
〔課   題〕地場産飼料の生産による安定供給の確保の取組については、23戸の農 
      業者が取り組んでいるが、農地条件等から不作付地を活用しての取組は 
      ６戸にとどまっている。 
       また、取組面積の増加のために、更なる低コスト栽培を行うことが必 
      要。 
〔今後の動向〕地場産飼料の生産については、今後も農地集積等を図ることで更なる 
      低コストへ繋げていくため、不作付地での取組を拡大していく予定。           
       町としても地場産飼料生産の拡大に向け、当該担い手へ農地が集積さ 
      れるよう、不作付地の活用を働きかけていきたい。 ６ 

【ＷＣＳの梱包作業】 



そばの作付拡大に不作付地を活用 

 ≪取組の概要≫ 
〔取組主体〕 鬼首そば生産組合 
〔取組内容〕 作業時期が水稲と重複せず、中山間地で比較的栽培しやすい作物でもある 
      そばを地域の特産品とするため、地域の農業者が中心となり生産組合を設立 
      し、個々に活用されていない不作付地等を当該組合が引き受け、そばを生産。 
〔取組実績〕 不作付活用面積；3.0ha（23年度：1.5ha、24年度：1.5ha） 
       作付作物；そば 
        (作付面積；22年度：29ha、23年度：38ha、24年度：46ha、25年度：48ha) 

【宮城県大崎市（鳴子地域）】  

〔宮城県大崎市〕 

 ≪具体的・特徴的な取組内容≫ 
 〔取組の契機〕中山間地に位置する当地域における土地利用型作物として、そば生産に取  
       り組むため、地域の農業者が中心となり、平成９年に生産組合を設立。 
        地域協議会も21年度以降そば作付を支援するための助成を行い、23年度か 
             らは不作付地を解消した面積（拡大分：10a当たり１万円）への助成も始め、 
       不作付地へのそば作付を支援。 
         なお、当地区では、古くより「そばねっけ」というそばを食す文化があっ 
       たが、時代の流れと共に失われたため、そば生産により食文化を復活させる 
             一面もあった。 
 〔工夫した点〕地元小学校や中学校と連携して食育にも積極的に取組み、中山間地農業の 
             果たす役割や不作付地・耕作放棄地について学習し、地域農業の理解を深め 
       ることに繋げた。 
〔課   題〕保有する農機具等の老朽化が進んでおり、更新時は組合員の負担も増える 
      ことから、円滑に更新を進めるよう対応が必要。 
〔今後の動向〕今後も不作付地の解消と発生防止のため、そばの作付を推進していきたい。 

 
 
  

【開花期のそば】 
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市単独補助事業を創設して不作付地を解消 

 ≪取組の概要≫ 
 〔取組主体〕 男鹿市 
 〔取組内容〕 ３年以上不作付地となっている水田に新規需要米・加工用米・大豆 
      ・地力増進作物・景観形成作物等を作付した場合に10ａ当たり５万円 
      を助成する市単独補助事業を平成22年度に創設し、不作付地水田の再 
      生を促す。 
 〔取組実績〕 不作付活用面積；97.6ha（22年度：5.7ha(19戸)、23年度：14.7ha(63戸) 
                24年度：34.8ha(75戸)、25年度：42.4ha(118戸)) 
        作付作物；大豆、飼料用米、地力増進作物 
       

 
       
 
 
           

【秋田県男鹿市】  

≪具体的・特徴的な取組内容≫  
〔取組の契機〕米の需給調整が年々強化されてきている中で、生産条件の不利な圃場を 
      中心に不作付地が増加していることから、農地の有効利用を促進し、不作 
      付地の解消と農家経営の安定を図るため、本事業を取り組む。 
〔工夫した点〕事業開始の初年度（22年度）は、対象作物が大豆と飼料用米のみであり、 
      活用が低調だったことから、23年度から対象作物を転作作物全般に拡大す 
      ることで、事業の活用を促進。 
〔課   題〕本事業の活用により不作付地が解消された水田について、食料自給率の 
      向上と農業経営の安定へ繋げるため、安定的な戦略作物の作付へ誘導して 
      いくことが必要。 
〔今後の動向〕不作付地の活用推進の取組については、国の支援措置と併せて来年度以 
      降も必要な措置を検討したい。 
 

〔秋田県男鹿市〕 

【再生作業の様子】 

【再生した圃場】 
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 ≪取組の概要≫ 
〔取組主体〕 有限会社にしき 
〔取組内容〕 高齢等で離農する農家から引き受けた農地については、条件が良く 
      ない不作付地等もあることから畦畔除去などを行い大区画化した上で、 
      そば・大豆の畑作物等を作付し、農地を有効活用。 
〔取組実績〕 不作付活用面積；６ha 
      （23年度：１ha、24年度：２ha、25年度：３ha） 
       作付作物：そば・大豆、条件の良い圃場は水稲を作付 

≪具体的・特徴的な取組内容≫ 
〔取組の契機〕地域の担い手として、高齢等により離農する農家から貸し出される農地の受  
      け皿となっているが、引き受ける農地には水田として活用するには条件が良く 
      ない不作付地も含まれていたため、それらの農地を含め全農地の有効活用が図 
      られるよう、平成19年から圃場整備を行った上で、そば・大豆の畑作物を作付。 
〔工夫した点〕不作付地の再生を効率的に行うため、不作付地の面的集積を進め、圃場の整 
      備はハンマーナイフモア等の使用により柳などの低木や雑草を粉砕し、耕起を 
      実施。 
       また、小規模区画農地は自社で畦畔を撤去し大区画化している。         
〔課   題〕経営規模は拡大しているが、離れた場所に点在している圃場もあり、更に規 
      模拡大を図るためには、今以上に面的集積を進め、農作業効率を高める必要が 
      ある。 
       また、集積した農地のなかには、土砂崩れの被害を受けそうな圃場もある。 
〔今後の動向〕今後の作付作物は、そば・大豆に加えＷＣＳの作付も増やす予定で、24年度 
      には県単独補助事業でＷＣＳのラッピングマシーンを購入しており、不作付地 
      への作付も検討していきたい。 

〔秋田県仙北市〕 

【ライスセンター】 

【解消圃場の大豆】 

９ 

圃場の大区画化により不作付地を有効活用 
【秋田県仙北市（西木地域）】  



町単独補助事業を創設して不作付地を解消 

 ≪取組の概要≫ 
〔取組主体〕 飯豊町 
〔取組内容〕 町が自己保全管理等の不作付地に大豆・そば・アスパラガス等の町 
      指定の奨励作物を作付した場合に10a当たり５万円を助成する町単独補 
           助事業を平成23年度に創設し、不作付地水田の再生を促す。 
〔取組実績〕 不作付活用面積；4.3ha 
      （23年度：2.1ha、24年度：1.2ha、25年度：1.0ha） 
       作付作物；そば・大豆・アスパラガス 

【山形県飯豊町】  

 ≪具体的・特徴的な取組内容≫   
 〔取組の契機〕町は年々増加する自己保全管理水田について、耕作放棄地化するこ 
       とが危惧されることから、再生が容易にできるうちに作物の作付を推 
       進し、不作付地の解消と農家経営の安定を図るため、本事業を創設。 
 〔工夫した点〕町の単独補助事業である「生産振興助成」に「不作付地活用支援」 
       の事業を設け、農地の再生作業を促進し不作付地を解消。 
        助成は不作付地の再生に重機等を用いた場合が対象。 
 〔課   題〕作業の容易性から作付作物がそばに偏りがちだが、農家経営の安定 
       を図るためには園芸作物への取組を推進する必要があること、また、 
       本事業の活用により不作付地が解消された水田について、その後に不 
       作付地へ戻ることがないよう、如何にして継続した作付に繋げていけ 
       るか課題。 
〔今後の動向〕町指定奨励作物の推進と耕作放棄地化の防止のため、本取組につい 
      ては引き続き継続していきたい。  

〔山形県飯豊町〕 

【解消された圃場】 
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