
※これまで新聞等に掲載された取組事例の一覧です。

年月 出　　典

水田農業の効率化進め、荒れていた農地を解消・復元 (農)鬼楢営農組合 大豆 H23.5 全国農業新聞

農業委員が手弁当で農地再生整備作業 弘前市農業委員会 解消モデル事業 H24.6 東奥日報

黒石市 遊休農地で建築業から農業に挑戦 農業者 シソ H23.10 東奥日報

五所川原市 遊休農地にサツマイモ定植 五所川原市農業委員会 サツマイモ H23.5 東奥日報/陸奥新報

十和田市 十和田市農業委員会　遊休農地活用 大臣表彰 農業委員会 農地パトロール H26.4 デーリー東北

三沢市 休耕田を市民農園に NPOマンパワー 市民農園 H23.1 東奥日報

横浜町 町内の耕作放棄地を菜の花畑に復活 NPO菜の花トラストin横浜町 菜の花 H23.6 東奥日報

平川市 遊休農地復元モデル圃場を設けアピール 農業委員会 実証ほ H26.7 全国農業新聞

六ヶ所村 耕作放棄地の再活用も兼ねて、ソバ栽培 戸鎖前田水利組合 ソバ H23.9 デーリー東北

六ヶ所村 耕作放棄地の再活用も兼ねて、ソバ栽培 戸鎖前田水利組合 ソバ H23.9 デーリー東北

新郷村 耕作放棄地を解消し、米などを自然栽培 村内の有限会社 米、小麦、大豆 H24.10 全国農業新聞

久慈市 毎年１か所、遊休農地選び解消 久慈市農業委員会 ヒマワリ、そば、大豆等 H27.4 全国農業新聞

遊休農地などを活用して菜の花を栽培 菜の花ネットワーク一関、花菜油の会 菜の花 H23.8 岩手日日

遊休農地活用し桑栽培 有志3名 桑 H23.5 岩手日日

復興願い休耕田に種まき 藤沢町第27自治会 ヒマワリ H23.7 岩手日日

陸前高田市 「人・農地プラン積極推進」震災後農地区画整理 農業委員会 水稲　 H26.6 全国農業新聞

葛巻町 遊休農地で栽培した菜種を使い、菜種油の販売 葛巻町農業再生協議会 菜種 H24.10 岩手日報

野田村 癒やしと復興・・・カモミールで　放棄地解消に手応え 地元農家 カモミール H26.6 日本農業新聞

岩沼市 被災農地の遊休解消へ 岩沼市農業委員会 H26.11 日本農業新聞

気仙沼市 休耕地再生、孤島の食増産 農家 市民農園 H23.5 読売新聞

角田市 放棄地利用　角田で有機栽培事業 コロナアグリ 米 H23.3 河北新報

東松島市 遊休農地でコスモス祭り 上下堤転作組合 コスモス、ソバ H23.10 日本農業新聞

大崎市 清酒製造会社が耕作放棄地を借りて加工品原料の有機栽培 一ノ蔵 米、そば、大豆等 H24.11 日本経済新聞

丸森町 休耕田一面に80万本ヒマワリ 舘矢間地区 ヒマワリ H23.9 毎日新聞

亘理町 イチゴ産地復活へ、遊休農地で再開 いちご農家8名 いちご H23.7 日本農業新聞

加美町 国営農用地開発事業完了地区の耕作放棄地解消支援活動 NPO「美しい田園21」 ジャガイモ H24.7

農地再生へ全力 地域貢献倶楽部あきべェ 野菜 H23.1 日本農業新聞

遊休農地活用し小菊栽培 個人 小菊 H23.2 日本農業新聞

被災農家の放棄地再整備 個人 H23.7 河北新報

秋田市 耕作放棄地解消活動優良事例　バイオ燃料から農地再生へ 合同会社　大地 菜の花 H26.7 全国農業新聞

横手市 耕作放棄地増加に歯止め「粟どぶろく」開発 さんない四季彩会 粟どぶろく H23.5 さきがけonTheWeb

男鹿市 耕作放棄地を活用してソバ栽培 浜間口地区 そば H28.7 秋田魁新報

鹿角市 遊休農地を再生して菜の花栽培、菜種油をネットで販売 個人 菜の花 H25.5 秋田魁新報

遊休農地を活用、菜の花まつり NPOあきた菜の花ネットワーク 菜の花 H23.6 全国農業新聞

休耕地利用しソバ栽培 矢島町坂之下集落 そば H23.8 秋田魁新報

菜種油で放棄地再生 （農）エコ・ファーム 菜種 H23.7 毎日新聞

農地の権利移動下限面積10aに　農地の有効利用一層 大仙市農業委員会 H27.5 日本農業新聞

東成瀬村 ワラビ栽培し耕作放棄地解消 東成瀬村農業委員会 ワラビ H25.4 全国農業新聞

※事例内容は出典の掲載当時のものです。

耕作放棄地解消の実践事例
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秋田県
由利本荘市

大仙市

青森県

弘前市

岩手県

一関市

宮城県

南三陸町
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山形市 耕作放棄地を活用したコケ栽培 モス山形 コケ H24.3 毎日新聞（山形版）

天童市 アーモンド１００本植樹　耕作放棄地活用にも NPO天童高原 アーモンド H27.6 日本農業新聞

食品会社と農業法人が耕作放棄地を利用しコンニャク芋栽培 企業・農業法人 コンニャク芋 H25.6 山形新聞

ＪＡ出資型法人を設立 耕作放棄防ぎ雇用創出 JA庄内たがわ そば、赤カブ H26.8 日本農業新聞

ワラビで地域活性化を　休耕田活用に活用 （株）あつみ農地保全組合 ワラビ H27.12 日本農業新聞

酒田市 耕作放棄地対策に啓翁桜 JA庄内みどり 啓翁桜 H24.12 日本農業新聞

寒河江市 農業委員自ら耕作放棄地の再生、収穫後は新規就農者へ提供 寒河江市農業委員会 ジャガイモ H24.5 日本農業新聞

長井市・白鷹町 耕作放棄地を活用したワイン用ブドウの栽培 企業 ブドウ H25.5 読売新聞

「あっぷるニュー豚」（放牧豚）で耕作放棄地解消 個人 養豚 H24.12 山形新聞

耕作放棄地に菜の花　廃油は燃料に 菜の花プロジェクト 菜の花 H26.5 日本農業新聞

南陽市 遊休樹園地を再生し、地域と共生 社会福祉法人公徳会 ブドウ H23.3 全国農業新聞

遊休農地を借り、福島産そば粉で新名物 NPO「銀座ミツバチプロジェクト」 ソバ、菜の花 H23.3 日本経済新聞

遊休農地にひまわりの種まき 大波上組集落営農俱楽部 ひまわり H23.6 福島民友

牧草地確保で農地集積　ー耕作放棄地解消へ着々ー JA新ふくしま 牧草地 H27.4 日本農業新聞

ブタ放牧で耕作放棄地再生 降矢農園 ブタ放牧 H23.1 サンケイ新聞

放棄地にサツマ定植 ＪＡ郡山市 サツマイモ H27.6 日本農業新聞

耕作放棄地復元実演作業に着手 いわき市農業委員会 米 H23.2 毎日新聞（福島版）

再生に挑む　観光、飲食へ事業拡大 とまとランドいわき トマト H27.6 河北新報

農外からの参入し、耕作放棄地の解消にも取り組み ㈱JAファームサポート トマト、ブロッコリー等 H23.4 全国農業新聞

吉野家ホールデイングス、福島でのコメ生産を発表 農業生産法人吉野家ファ ーム福島 米、タマネギ、白菜 H25.10 日本経済新聞

須賀川市 耕作放棄地54アールでタマネギ栽培 （株）ドリームファ ームすかがわ岩瀬 たまねぎ H28.7 日本農業新聞（福島版）

喜多方市 JA会津いいで子会社、耕作放棄地の解消に取り組む 会津いいでアグリサポート(株) ジャガイモ、大豆、そば H23.6 日本農業新聞（福島版）

耕作放棄地をブドウ畑に変えて果実酒製造プロジェクト 東和果実酒研究会 ブドウ H24.11 福島民友

国機関　新採用職人５人　中山間地域農業学ぶ ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会 トマト等 H27.6 福島民報

南相馬市 国主導で除染急げ　耕作放棄防止へ飼料米 ＪＡそうま 飼料米 H26.6 日本農業新聞

遊休農地活用を利用し、エゴマ栽培 JA伊達みらい エゴマ H23.3 日本農業新聞

遊休農地を活用　エゴマ6次化へ 農業生産法人みらいアグリサービス エゴマ、大豆等 H23.7 日本農業新聞

国見町 遊休農地に花　話題の”種”見頃 グリーンファーム 菜の花、クローバー等 H23.5 福島民報

遊休農地再生へソバを栽培 桧原遊休農地解消組合 そば H23.8 全国農業新聞

震災避難者と共に裏磐梯地区の遊休農地解消活動 蛇平遊休農地解消組合 そば、ジャガイモ H24.7 福島民報

会津美里町 避難生活を送る楢葉町民を対象とした耕作放棄地活用の野菜づくり 会津美里町耕作放棄地対策協議会 キャベツ等 H24.9 福島民友

昭和村 野尻の菜の花畑 野尻営農生産組合 菜の花 H27.5 福島民友

塙町 ダリア地域ブランドへ　耕作放棄地を修復 地元農家 ダリア H26.6 全国農業新聞

休耕田に避難住民との交流農園開園 母畑自治センター企画推進委員会、母畑地区まちづくり委員会 交流農園 H23.7 福島民報

国と地域協議会が連携して「いちじく熟々ソース」を試作 石川町耕作放棄地対策協議会 いちじく H25.3 阿武隈だより(号外）

飯舘村 建設業から農業へ本格参入、耕作放棄地再生のほか6次産業にも取り組む (合)福相農園 ブロッコリー、ジャガイモ等 H24.5 全国農業新聞

※事例内容は出典の掲載当時のものです。

耕作放棄地解消の実践事例

県　　名 市町村名 取　　組　　概　　要 取　組　主　体 導入作物等
摘　　　　　　要

山形県

鶴岡市

朝日町

福島県

福島市

郡山市

いわき市

白河市

二本松市

伊達市

北塩原村

石川町


